（神奈川県）

平成 21 年度「全国青少年健全育成強調月間」実施結果
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・第 42 回神奈川県青少年指導員大会
「守り 育 4（2）イ
てる ─心豊かにたくましく」
（神奈川県）
開催日：11 月 1 日（日）
場所：藤沢市民会館 大ホール
主催：神奈川県青少年指導員連絡協議会、
神奈川県、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎
市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大
磯町、二宮町
参加者：606 人
内容：オープニングセレモニー、表彰、講
演、活動事例発表
・麻薬・覚せい剤乱用防止運動かながわ大会 4（2）イ
（神奈川県）
開催日：11 月 13 日（金）
場所：神奈川県民ホール
主催：厚生労働省、神奈川県
参加者：300 人
内容：薬物乱用防止功労者表彰、特別講演
等
・交通安全高校生大会（神奈川県教育委員会） 4（1）エ（ア）
開催日：10 月 7 日（水）〜12 月 12 日（土）
場所：県内 10 地区
主催：神奈川県教育委員会、県立高等学校
長会生徒指導委員会第 2 分科会
参加者：生徒、教職員、保護者等
3,450 人（各地区 140 人〜510 人）
内容：講演、研究発表、クイズ、アピール、
表彰等
・磯子区青少年健全育成推進大会（横浜市） 4（1）ア
開催日：11 月 15 日（日）
場所：磯子公会堂
参加者：磯子区健全育成推進協議会、連合
町内会長会、磯子警察署生活安全
課長、区長他
内容：区内で活動する青少年団体の活動の
発表をする。

・青少年フェスティバル（横浜市）
4（1）ア
開催日：11 月 29 日（日）
場所：和泉遊水地
参加者：約 1,000 人
内容：区青少年関係団体と中学生が協力
し、子どもたちと地域の交流の機会
を設け、青少年の健全育成及び豊か
な心を育む様々なイベントを実施
・第 4 回瀬谷区ユースフォーラム（横浜市） 4（1）ア
開催日：11 月 8 日（日）
場所：瀬谷公会堂
参加者：約 200 人
内容：青少年が、身近な地域の課題につい
て大人を交え自由に意見交換をす
るとともに、異世代へ自らの考えを
発信する場として公開討論会を開
催した。
・中原区青少年吹奏楽コンサート（川崎市） 4（1）ア
開催日：11 月 3 日（火）
場所：川崎市総合福祉センター（エポッ
クなかはら）
参加者：区民等 約 900 人
内容：中原区内中学校・高等学校吹奏楽部
（11 校）による吹奏楽コンサートを
開催
・社会環境健全化推進キャンペーン（川崎市） 4（1）イ、エ（イ）
開催日：11 月 8 日（日）
（宮前区民祭開催
時に開催）
場所：北部市場駐車場
参加者：宮前区青少年指導員 45 人
内容：パネル展示及び啓発物の配布
・明るい家庭・地域づくりフォ−ラム
（横須賀市）
開催日：11 月 17 日（火）
場所：横須賀市総合福祉会館
参加者：母親クラブ・市民等 121 人
内容：講話・人形劇・親子ヨガ遊び

4（1）イ

・第 9 回ずし青少年フォ−ラム（逗子市）
4（1）イ
開催日：11 月 15 日（日）
場所：逗子市役所
参加者：青少年育成関係者・市民等
81 人
内容：フォ−ラム「日本語使えています
か？挨拶から喜怒哀楽まで」

・三浦市青少年問題協議会地区大会（三浦市） 4（1）ア、イ
開催日：11 月 14 日（土）
場所：三浦市青少年会館
参加者：青少年育成関係者等 158 人
内容：講演「問題行動にいたる青少年の
心理について」
・青少年健全育成啓発入選作品表彰式
4（1）ア
（相模原市）
開催日：11 月 1 日（日）
場所：ウェルネスさがみはら
内容：｢家庭の日｣写真コンテスト・青少年
健全育成啓発入選作品表彰式
・親子ふれあいの広場（相模原市）
4（1）ア
開催日：11 月 8 日（日）
場所：相模原市淵野辺公園
参加者：37,000 人
内容：ステージ（合唱など）、創作コーナ
ー、巨大フアフア、消防コーナー、
模擬店コーナーなど
・学警連県央方面会議（相模原市）
開催日：11 月 12 日（木）
場所：相模女子大学
参加者：学警連関係者等 200 人

4（1）ア

・第 34 回厚木市青少年健全育成大会
4（1）ア及び（2）イ
（厚木市）
開催日：11 月 21 日（土）
場所：厚木市文化会館 小ホール
参加者：350 人
内容：（1） 式典
（2）感謝状贈呈 被表彰者 44 人
（3）地区活動の体験発表
「元気でいきいき玉川っこ」
玉川青少年健全育成会連絡協
議会
（4）講演
「多角化する家族と子どもた
ち」
講師 吉永 みち子氏
・第 37 回大和市青少年健全育成大会
4（1）ア及び（2）イ
（大和市）
開催日：11 月 28 日（土）
場所：大和市保健福祉センターホール
参加者：青少年育成関係者等 400 人
内容：1 部 青少年育成活動推進者表彰、
青少年善行ほう賞表彰、健全
育成作文掲載者表彰、健全育
成作文朗読
2 部 青少年団体活動発表

・青少年健全育成大会（座間市）
4（1）ア及び（2）イ
開催日：11 月 21 日（土）
場所：ハーモニーホール座間
参加者：地域の青少年育成関係者及び関係
団体等 321 人
内容：講演、善行ほう賞、作文コンクール
表彰
・青少年フェスティバル（座間市）
4（1）ア、エ（ウ）
開催日：11 月 21 日（土）
場所：相模中学校
主催：中学校青少年健全育成連絡協議会
参加者：地域の青少年育成関係者及び関係
団体等 932 人
内容：ゲームコーナー、もちつきコーナー
模擬店
・青少年健全育成表彰式（綾瀬市）
4（1）イ
開催日：11 月 21 日（土）
場所：綾瀬市文化会館小ホール
参加者：70 人
内容：青少年活動に関する表彰及び青少年
健全育成活動成果の発表
・オープニングセレモニー（フラダ
ンスの発表）
・青少年育成活動推進者表彰
19 人 8 団体
・あやせっ子創意くふう展表彰
8人
・親子のきずな作文コンクール表彰
6人
・青少年一行メッセージ表彰 3 人
・平塚市青少年健全育成のつどい（平塚市） 4（1）ア及び（2）イ
開催日：11 月 22 日（日）
場所：平塚市中央公民館
主催：平塚市、平塚市青少年問題協議会
参加者：延べ 497 人
内容：・青少年健全育成功労者表彰
・少年の主張作文コンクール最優秀
賞表彰及び朗読発表（小学校・中
学校の部各部 1 名）
・明るい家庭写真コンクール最優秀
賞表彰及び作品発表、その他の作
品展示
・青少年団体 5 団体による活動発表
ほか

4（1）ア及び（2）イ
・青少年育成市民のつどい（藤沢市）
開催日：11 月 8 日（日）
場所：藤沢市労働会館ホ−ル
参加者：青少年関係者、ＰＴＡ、学校関係
者、一般市民等（表彰者含む）
287 人
内容：第一部 式典 藤沢市青少年育成活
動推進功労者表彰、
非行防止ポスター
コンクール表彰
第二部 講演会
テーマ「湘南の海と水族館
〜館長にきく」
講師 新江ノ島水族館館長
堀 由紀子氏
・第 26 回地域の子どもの幸せを考える秦野 4（1）ア
市民会議（秦野市）
開催日：11 月 22 日（日）
場所：秦野市文化会館
参加者：約 350 人
内容：事例発表
大根地区青少年育成動推進部会
「みんなで作ろう地域カルタ」の取
組みについて
青少年活動発表
・ 作文発表（小中学生 5 名）
・ 和太鼓演奏（2 団体）
・ 合奏、合唱（1 団体）
・移動科学教室（大磯町）
開催日：11 月 3 日（火）
場所：大磯町生涯学習館

4（1）ア及び（2）イ

・大磯町子ども作品展（大磯町）
開催日：11 月 14（土）
、15 日（日）
場所：大磯中学校体育館

4（1）ア及び（2）イ

・地域教育力推進ネットワーク会議（二宮町） 4（1）エ（ア）
開催日：11 月 11 日（水）
場所：二宮町生涯学習センター
参加者：地域教育力推進ネットワーク会議
委員・一般 42 人
内容：講演「今、子どもたちに何が起きて
いるか」
講師 大草 正信氏（大草心理臨
床・教育相談室主宰）

・健全育成のための講演会（南足柄市）
4（1）ア
開催日：11 月 13 日（金）
場所：女性センター
主催：南足柄地区健全育成会
参加者：40 人
内容：講演「青少年の薬物犯罪の現状とそ
の処遇について」
講師 鮎田 実氏（中央大学法学部
講師）
２ 広報啓発活動
（神奈川県、市町村）

・
「社会環境健全化推進」
「麻薬・覚せい剤乱 4（1）エ（イ）
用防止」合同街頭キャンペーン（神奈川県）
【川崎会場】
開催日：11 月 5 日（木）
場所：新百合ヶ丘駅前
主催：かながわ青少年社会環境健全化推
進会議、薬物クリーンかながわ推
進会議、神奈川県青少年総合対策
本部、川崎市
参加者：青少年指導員等 71 人
内容：啓発物配布によるキャンペーン活
動等
【横浜会場】
開催日：11 月 18 日（水）
場所：横浜駅東口新都市プラザ
横浜駅西口周辺
主催：かながわ青少年社会環境健全化推
進会議、薬物クリーンかながわ推
進会議、神奈川県青少年総合対策
本部、横浜市
参加者：青少年指導員等 67 人
内容：啓発物配布によるキャンペーン活
動
・薬物乱用防止教室（くらし安全指導員）
4（1）エ（イ）
（神奈川県）
開催日：11 月 1 日（日）〜30 日（月）の
うち、実施要請を受けた日
開催回数：50 回
場所：県内各地
参加者：小中高校生徒、教職員、保護者等
5,780 人
・非行防止教室（くらし安全指導員）
4（1）ア
（神奈川県）
開催日：11 月 1 日（日）〜30 日（月）の
うち、実施要請を受けた日
開催回数：2 回
場所：県内各地
参加者：保護者等 70 人

・不審者侵入対応訓練（くらし安全指導員） 4（1）エ（ア）
（神奈川県）
実施日：11 月 1 日（日）〜30 日（月）の
うち、実施要請を受けた日
実施回数：93 回
場所：県内各地
参加者：教職員、児童等 17,302 人
・誘拐防止教室（くらし安全指導員）
4（1）エ（ア）
（神奈川県）
開催日：11 月 1 日（日）〜30 日（月）の
うち、実施要請を受けた日
開催回数：111 回
場所：県内各地
参加者：児童等 12,488 人
・交通安全教室（神奈川県）
4（1）エ（ア）
開催日：11 月 1 日（日）〜30 日（月）の
間
開催回数：小学校 32 回、中学校 9 回、
高等学校 6 回 計 47 回
場所：各小・中・高等学校
参加者：小学校 2,678 人、中学校 1,363 人、
高等学校 651 人 計 4,692 人
内容：交通安全講話、歩行実技、自転車実
技
・薬物乱用防止教室（神奈川県）
4（1）エ（イ）
開催日：11 月中
場所：県内各地
参加者：小中高等学校児童・生徒、教職員、
保護者等
内容：薬物乱用の実態・対策等について
・街頭キャンペーン（神奈川県（横須賀三浦 4（1）エ（イ）
地域県政総合センター）
、鎌倉市）
開催日：11 月 13 日（金）
場所：ＪＲ鎌倉駅及びＪＲ大船駅周辺
参加者：青少年指導員・警察等 252 人
・ポスター・チラシ等の掲出・配布
4（1）エ（イ）
（神奈川県（横須賀三浦地域県政総合セン
ター）
）
・ホ−ムペ−ジによる広報
4（1）エ（イ）
（神奈川県（横須賀三浦地域県政総合セン
ター）
）
・メ−ルニュ−スによる広報
4（1）エ（イ）
（神奈川県（横須賀三浦地域県政総合セン
ター）
）
配信日：12 月 10 日（木）

・第 2 回県央地域青少年社会環境健全化推進 4（1）イ、エ（イ）
街頭キャンペーン（神奈川県（県央地域県
政総合センター）
）
開催日：11 月 14 日（土）
場所：相模大野駅前
主催：神奈川県（県央地域県政総合センタ
ー）、県央地域青少年社会環境健全
化推進連絡会議
参加者：県央地域青少年社会環境健全化推
進連絡会議構成員 129 人
内容：啓発チラシ等の配布 2,800 セット
・庁舎へのノボリ旗設置及びポスター掲出 4（1）イ、エ（イ）
（神奈川県（県央地域県政総合センター）
）
実施期間：11 月 2 日（月）〜30 日（月）
場所：県厚木合同庁舎及び相模原合同庁舎
内容：青少年喫煙飲酒防止条例啓発ノボリ
旗設置及び強調月間ポスター掲出
・啓発物品配布
4（1）イ、エ（イ）
（神奈川県（県央地域県政総合センター）
）
実施期間：11 月 2 日（月）〜30 日（月）
場所：県厚木合同庁舎及び相模原合同庁舎
内容：啓発チラシ、ポケットティッシュ配
布
・社会環境健全化推進街頭キャンペーン
4（1）ア
（神奈川県（湘南地域県政総合センター）
、
茅ヶ崎市）
開催日：11 月 3 日（火）
場所：茅ヶ崎市中央公園
参加者：茅ヶ崎市青少年指導員等 40 人
・平塚合同庁舎内での啓発物品の配布
4（1）ア
（神奈川県（湘南地域県政総合センター）
）
実施期間：11 月 2 日（月）〜30 日（月）
場所：平塚合同庁舎内
内容：ティッシュ配布
・防犯教室等での啓発物品の配布
4（1）ア
（神奈川県（湘南地域県政総合センター）
）
実施期間：11 月 2 日（月）〜30 日（月）
場所：管内保育園・小学校等
内容：ティッシュ配布

・第 2 回足柄上地区青少年社会環境健全化推 4（1）ア、エ（イ）
進街頭キャンペーン（神奈川県（足柄上地
域県政総合センター）
）
開催日：11 月 12 日（木）
場所：小田急線新松田駅及びＪＲ松田駅周
辺
主催：神奈川県（足柄上地域県政総合セン
ター）
、足柄上地区青少年社会環境
健全化推進連絡会議、足柄上地区薬
物乱用防止推進地域連絡会、南足柄
市、教育委員会、中井町教育委員会、
大井町教育委員会、松田町教育委員
会、山北町教育委員会、開成町教育
委員会、足柄ロータリークラブ
参加者：62 人
内容：啓発チラシ及び啓発物品（ポケット
ティッシュ等）の配布
・地域情報紙「あしがらの風」
（11 月 1 日号） 4（1）エ（イ）
による広報（神奈川県（足柄上地域県政総
合センター）
）
配布部数：1,000 部
内容：足柄上地域における、社会環境健全
化推進街頭キャンペーン等の県政
情報
・社会環境健全化推進街頭キャンペーン
4（1）エ（イ）
（神奈川県（西湘地域県政総合センター）
）
開催日：11 月 24 日（火）
場所：小田原駅東西自由連絡通路「アーク
ロード」
小田原駅東口・西口周辺
参加者：約 80 人
内容：青少年の社会環境健全化への取り組
みについて県民の理解と協力を喚
起するため、関係機関・団体が一体
となって街頭キャンペーンを行う。
（小田原地区薬物乱用防止推進地域連
絡会街頭キャンペーンと同時開催）
4（1）エ（ウ）
・
「児童・生徒指導強化週間」の実施
（神奈川県教育委員会）
実施期間：第 2 期 11 月 2 日（月）〜6 日
（金）
対象：県内公立小・中・高等学校・中等教
育学校・特別支援学校
内容：
「いじめ・暴力行為等防止キャンペ
ーン」の一環として、設定した日程
を中心に、いじめ・暴力行為等の未
然防止に向けて、日常的に推進して
いる取組みの一層の充実を図った。

・ファミリー・コミュニケーション運動公開 4（1）イ、エ（ウ）
講演会（神奈川県教育委員会）
開催日：11 月 12 日（木）
場所：八洲学園大学
内容：ファミリー・コミュニケーション運
動の啓発イベントとして、「乳幼児
とのコミュニケーション」と題した
公開講演会を開催した。
・街頭キャンペーン（神奈川県警察）
開催回数：18 回

4（1）ア

・地域住民、ＰＴＡ、生徒指導担当教諭等に 4（1）ア
対する講話等（神奈川県警察）
実施回数：5 回
・懸垂幕の掲出（神奈川県警察）

4（1）ア

・小・中学生から募集した防犯・非行防止標 4（1）ア
語優秀作品を標語塔に掲出（神奈川県警
察）
・ＦＭラジオを活用した広報（神奈川県警察） 4（1）ア
・薬物乱用防止教室（神奈川県警察）
開催回数：22 回
場所：小・中・高校等

4（1）エ（イ）

・非行防止教室（神奈川県警察）
開催回数：42 回
場所：小・中・高校等

4（1）ア

・誘拐防止広報（神奈川県警察）

4（1）エ（ア）

・神奈川県警察のホームページに児童虐待防 4（1）ウ
止月間について掲載（神奈川県警察）
・ＮＨＫ・ＦＭ「お昼のお知らせ」において 4（1）ウ
児童虐待の早期発見のための啓発活動を
実施（神奈川県警察）
・児童虐待キャンペーン（神奈川県警察）
開催回数：8 回

4（1）ウ

・非行防止紙芝居の作成と県内警察署への配 4（1）ア
信、神奈川県警察ホームページへの掲載
（神奈川県警察）

・中高生交通安全教室（暴走族加入防止教室） 4（1）エ（ア）
（神奈川県警察）
開催日：
【中学校】
11 月 11 日（水）
、12 日（木）
、13
日（金）
、16 日（月）
、18 日（水）
【高等学校】
11 月 20 日（金）
参加者：中学校 896 人、高等学校 317 人
計 1,213 人
内容：暴走族の実態及びビデオ放映並びに
加入防止講話
・横浜市一斉統一行動キャンペーン活動
4（1）ア、イ、エ（イ）
（横浜市）
横浜市各区において、青少年の健全育成を
推進するための啓発活動を実施
開催日：11 月 1 日（日）
場所：入船公園
主催：鶴見区青少年指導員協議会
参加者：青少年指導員 17 人
内容：啓発物品･チラシの配布
開催日：11 月 15 日（日）
場所：ＪＲ東神奈川駅周辺歩道
主催：神奈川区青少年指導員協議会
参加者：青少年指導員 27 人
内容：啓発資料・物品（花の苗）の配布
開催日：11 月 1 日（日）
場所：西区民まつり会場（戸部公園、西前
小学校、西前商店街）
主催：西区青少年指導員協議会
参加者：76 人
内容：啓発グッズ・チラシの配布
開催日：11 月 15 日（日）
場所：ＪＲ関内駅周辺
主催：中区青少年指導員協議会
参加者：青少年指導員 20 人
内容：啓発チラシ・グッズの配布
開催日：11 月 29 日（日）
場所：区内主要 4 駅
（京急井土ヶ谷駅、弘明寺駅、
市営地下鉄蒔田駅、弘明寺駅）
主催：南区青少年指導員協議会
参加者：南区青少年指導員 29 人
内容：区民に対する啓発活動
開催日：11 月 15 日（日）
主催：保土ケ谷区青少年指導員協議会
参加者：56 人
内容：区内 4 か所の駅で啓発物品の配布

開催日：11 月 15 日（日）
主催：旭区青少年指導員協議会
内容：相鉄線（鶴ヶ峰、二俣川、希望が丘）
にてチラシ及び啓発物品（花の種）
を配布
開催日：11 月 15 日（日）
場所：磯子区役所
主催：磯子区青少年指導員協議会
参加者：青少年指導員
内容：非行防止チラシの配布
開催日：11 月 15 日（日）
場所：区内 5 か所
主催：金沢区青少年指導員協議会
参加者：92 人
内容：チラシ、啓発物品（水きりネット）
を配布
開催日：11 月 28 日（土）
場所：並木第一小学校
主催：金沢区青少年指導員協議会
参加者：186 人
内容：スクールゾーン周辺の地域に「子ど
もたちの見守り活動」をＰＲ。チラ
シをポストイン等で配布。
開催日：11 月 15 日（日）
場所：区内ショッピングモール「トレッサ
横浜」
主催：港北区青少年指導員協議会
参加者：青少年指導員 27 人
内容：啓発物品・チラシの配布
開催日：11 月 15 日（日）
場所：あざみ野駅構内
主催：青葉区青少年指導員協議会
参加者：青少年指導員 20 人
内容：啓発チラシ･物品の配布
開催日：11 月 8 日（日）
場所：新橋連合自治会館
参加者：延べ 200 人
内容：広報活動として、お祭りにて啓発チ
ラシ等を配布
開催日：11 月 28 日（土）
場所：下和泉地区センター
参加者：延べ 200 人
内容：広報活動として、お祭りにて啓発チ
ラシ等を配布

開催日：11 月 1 日（日）
場所：上飯田地区センター
参加者：延べ 500 人
内容：広報活動として、お祭りにて啓発チ
ラシ等を配布
開催日:11 月 8 日（日）
場所：中田小学校
参加者：延べ 3,000 人
内容：広報活動として、お祭りにて啓発チ
ラシ等を配布
開催日：11 月 22 日（日）
場所：しらゆり公園
参加者：延べ 200 人
内容：広報活動として、お祭りにて啓発チ
ラシ等を配布
開催日：10 月 31 日（土）
場所：栄区民まつり会場（本郷中学校）
主催：栄区青少年指導員協議会
参加者：青少年指導員 15 人
内容：啓発物品とチラシの配布
場所：本郷台駅前
主催：栄区青少年指導員協議会
内容：懸垂幕の掲出
開催日：11 月 3 日（火）
場所：区民まつり会場
主催：戸塚区青少年指導員協議会
開催日：11 月 15 日（日）
場所：相鉄線瀬谷駅、三ツ境駅
主催：瀬谷区青少年指導員協議会
参加者：瀬谷区青少年指導員 70 人
内容：啓発グッズ（チラシ、4 色ボールペ
ン）を配布しながら、青少年育成の
ための環境づくりを呼びかけた。
・啓発用懸垂幕の掲出（川崎市）
場所：川崎市役所本庁舎

4（1）ア

・広報啓発用ポスターの作成・掲出（川崎市） 4（1）ア、エ（ア）
場所：市内広報用掲示板、各区役所・支所・
出張所、こども文化センター、小・
中学校等約 1,000 箇所
・啓発用語の掲載（川崎市）
4（1）ア
内容：市内 59 箇所のこども文化センター
だよりに強調月間の標語を掲載
・広報啓発用カットバンの配布（川崎市）

4（1）ア、エ（ア）

・街頭キャンペーン（横須賀市）
4（1）エ（イ）
開催日：11 月 7 日（土）
、8 日（日）
、14
日（土）
、21 日（土）
、22 日（日）
、
28 日（土）
、29 日（日）
場所：横須賀中央駅ほか市内 9 ヶ所
参加者：280 人
・児童虐待防止推進月間取組（横須賀市）
実施日：11 月 2 日（月）
場所：横須賀中央駅Ｙデッキ
参加者：市・警察 12 人
内容：駅頭ＰＲ

4（1）ウ

実施日：11 月 9 日（月）〜20 日（金）の
内 10 日間
内容：宣伝カ−による啓発
・懸垂幕掲出（横須賀市）
実施期間：11 月 2 日（月）〜30 日（月）

4（1）エ（イ）

・青少年育成推進員活動紹介のパネル展示
4（1）エ（イ）
（横須賀市）
実施期間：11 月 16 日（月）〜27 日（金）
・ポスターの掲示（逗子市）

4（1）ア、イ

・チラシ等の配布（逗子市）

4（1）ア

・ポスター・チラシ等の掲出・配布（三浦市） 4（1）エ（イ）
・ポスター・チラシ等の掲出・配布（葉山町） 4（1）エ（イ）
・青少年健全育成啓発絵画最優秀作品を用い 4（1）ア
たポスターの掲示（相模原市）
実施期間：11 月 1 日（日）〜30 日（月）
場所：市内小中学校・市内公共機関ほか
作成枚数：530 枚
・青少年健全育成啓発標語最優秀作品（標 4（1）ア
語：最優秀作品）を用いた懸垂幕・横断幕
の掲出（相模原市）
実施期間：11 月 1 日（日）〜30 日（月）
場所：市役所・市南合同庁舎・青少年学習
センター・相模原警察署・相模原南
警察署・相模原北警察署・津久井警
察署・ＪＲ橋本駅ペデストリアンデ
ッキ
・青少年健全育成啓発作品入選作の市ホーム 4（1）ア
ページ掲載（相模原市）
実施期間：10 月 20 日（火）〜11 月 30 日
（月）
掲載内容：入選絵画・作文・標語及び各応
募者氏名

・「家庭の日」写真コンテスト・青少年健全 4（1）ア
育成啓発作品展（相模原市）
開催期間：11 月 1 日（日）〜30 日（月）
場所：市役所本庁舎・市南合同庁舎・青少
年学習センター・津久井文化福祉会
館
内容：各場所を巡回し、入賞写真・入選作
品を展示
・青少年健全育成啓発ラジオ放送（相模原市） 4（1）ア
実施日：11 月 1 日（日）〜30 日（月）
内容：啓発作品入選者本人による入選作品
（作文・標語）の朗読を、期間中、
地域ＦＭで放送
・児童虐待に関する相談（通告）窓口等に関 4（1）ウ
する周知（相模原市）
掲載日等：【市広報紙】11 月 1 日号
【地域ＦＭ】11 月 1 日（日）〜
30 日（月）
内容：市広報紙、地域ＦＭ（エフエムさが
み）を通じた市民への周知
・ウェルネスさがみはらのオレンジライトア 4（1）ウ
ップ（相模原市）
実施期間：11 月 1 日（日）〜30 日（月）
場所：ウェルネスさがみはら
・児童虐待防止啓発パネルの展示（相模原市） 4（1）ウ
実施期間：11 月 1 日（日）〜30 日（月）
場所：ウェルネスさがみはら
・オレンジリボン運動の実施（相模原市）
4（1）ウ
実施日：11 月 6 日（金）、8 日（日）
場所：小田急線相模大野駅、ＪＲ橋本駅
内容：オレンジリボン、啓発カードの街頭
配布

・麻薬・覚せい剤乱用防止運動街頭活動（キ 4（1）エ（イ）
ャンペーン）（相模原市）
開催日：11 月 8 日（日）
場所：伊勢丹相模原店入口付近（小田急線
相模大野駅北口コリドー季節の橋
周辺）
参加者：相模原市、神奈川県薬物乱用防止
指導員協議会相模原支部、相模原
市薬剤師会、相模原市青少年相談
員協議会、相模原地区更生保護女
性会、相模原市保護司会、相模原
南警察署、相模原南少年補導員連
絡会、神奈川県麻薬等薬物相談員
85 人
内容：街頭キャンペーンの実施。
啓発資材の配布、啓発パネル及び薬
物見本の展示、ポスター掲示、のぼ
り掲揚、横断幕掲出による薬物乱用
防止の普及啓発。
・リーフレット 1,050 部
・啓発グッズ 1,080 個
（ティッシュ 800 個、ボールペン
250 個、絆創膏 30 個）
※津久井保健センター庁舎に期間
中に懸垂幕の掲出、保健所庁舎・
他出張所等にポスター掲示、保健
所庁舎内電光掲示板において啓
発文掲出
・広報紙「てんとうむし」による広報
4（1）ア、イ及び（2）ア
（相模原市）
発行日：11 月 20 日（金）
内容：「子どもたちの勤労観・職業観を育
てるために！」
・青少年健全育成啓発（厚木市）
4（1）ア
参加者：大会関係者 50 人
内容：第 34 回厚木市青少年健全育成大会
（前掲）で「全国青少年健全育成強
調月間」名入れクリアファイルを配
布
・「全国青少年健全育成強調月間」ポスター 4（1）ア
掲示（厚木市）
場所：厚木本庁舎ほか 16 箇所
・｢たくましくやさしく育て 子どもたち｣の 4（1）ア
懸垂幕を掲出（厚木市）
実施期間：11 月中旬から
場所：厚木シティプラザ

・愛の一声みちびき運動（厚木市）
4（1）ア
実施日：11 月 1 日（日）
、8 日（日）
、15
日（日）
場所：公民会
主催：厚木市青少年相談員連絡協議会
参加者：青少年相談員
内容：薬物乱用防止や喫煙防止などの啓発
を行った。
・
「早寝早起き朝ごはん」啓発事業（厚木市） 4（1）ア
実施日：11 月 8 日（日）
場所：森の里公民館
参加者：社会教育委員 2 人、市役所職員 3
人 計5人
内容：
「森の里地区公民館まつり」にて、
のぼり旗、ポスターを掲出しながら
「早寝早起き朝ごはん」のチラシと
啓発物品を来場者に配布し、推進を
呼びかけた。
配布数：350（チラシ、啓発物品）
・非行防止啓発街頭キャンペーン（座間市） 4（1）ア、エ（ア）
（イ）
開催日：11 月 8 日（日）
場所：市民ふるさと祭り会場（座間中学校）
主催：座間市教育委員会、座間市青少年補
導員協議会
参加者：青少年補導員及び市職員 20 人
内容：啓発チラシ、ティッシュ等配布
・広報誌（
「広報ざま」11 月 1 日号）による 4（1）ア、エ（ア）
（イ）
広報（座間市）
実施日（発行日）
：11 月 1 日（日）
内容：
「全国青少年健全育成強調月間」に
ついて
・横断幕の掲出（座間市）
4（1）ア、エ（ア）
（イ）
実施期間：11 月 1 日（日）〜11 月 30 日（月）
場所：座間市青少年センター
内容：
「全国青少年健全育成強調月間」に
ついて
・広報誌「広報あやせ」
（11 月 1 日号）によ 4（1）ア、ウ及び（2）ア
る広報（綾瀬市）
内容：
「全国青少年健全育成強調月間」の
周知
・青少年健全育成団体等への協力依頼
4（1）ア、ウ及び（2）ア
（綾瀬市）
内容：
「全国青少年健全育成強調月間」実
施要領に基づく市の事業の周知及
び各団体への取組依頼（67 団体 文
書要請）

・広報誌（紙）による広報（愛川町）
4（1）イ
実施日（発行日）
：11 月 1 日（日）
内容：広報あいかわの中で「シリーズ家庭」
を掲載し、全戸配布
・ナイトヤングテレホン週間（平塚市）
4（1）ア
実施期間：11 月 16 日（月）〜20 日（金）
相談件数：1 件
内容：青少年からの相談を受ける。
・サンデー青少年相談（平塚市）
実施日：11 月 29 日（日）
相談件数：1 件
内容：青少年の保護者からの相談を受け
る。

4（1）ア

・青少年相談室についての啓発活動（平塚市） 4（1）ア
実施期間：11 月 9 日（月）〜29 日（日）
内容：チラシの配布（市内全小中高校）
、
ＦＭ湘南ナパサ、ホームページ
・広報紙「ふじさわ」（10 月 25 日号）によ
る啓発（藤沢市）

4（1）イ、エ（イ）及び
（2）ア

・ホームページによるＰＲ「薬物・非行から 4（1）イ、エ（イ）及び
青少年を守ろう」（藤沢市）
（2）ア
実施期間：10 月 25 日（日）〜11 月 9 日（月）
・強調月間推進立て看板の掲出（藤沢市）
4（1）イ、エ（イ）及び
実施期間：11 月 1 日（日）〜11 月 30 日（月） （2）ア
場所：市民センター11 ヶ所、公民館 2 ヶ所、
青少年施設 24 ヶ所
・非行防止ポスターコンクール（藤沢市）
4（1）イ、エ（イ）及び
内容：・最優秀作品 2 点ポスター作成
（2）ア
・市内小・中・高校・市民センター・
公民館・青少年施設等へ配布
・掲示依頼
・非行防止ポスター展（藤沢市）
4（1）イ、エ（イ）及び
実施期間：11 月 17 日（火）〜11 月 23 日 （2）ア
（月）、11 月 24 日（火）〜11
月 29 日（日）
場所：藤沢駅北口地下展示場
内容：市内中学生による非行防止ポスター
の展示
・未成年者喫煙防止キャンペーン（藤沢市） 4（1）イ、エ（イ）及び
開催日：11 月 16 日（月）
（2）ア
場所：長後駅
参加者：10 人
内容：通学中の青少年に藤沢たばこ商業協
同組合と共催で喫煙防止啓発ティ
ッシュ配布

・県啓発グッズ（ティッシュ）配布、環境浄 4（1）ア、イ、エ（イ）
化ポスター展示（茅ヶ崎市）
実施日：11 月 3 日（火）
場所：茅ヶ崎中央公園（市民ふれあい祭り
にて）
主催：茅ヶ崎市、茅ヶ崎市青少年指導員連
絡協議会、市内各地区青少年育成推
進協議会
・横断幕「考えよう、やっていいこと悪いこ 4（1）ア、イ、エ（イ）
と」の掲出（茅ヶ崎市）
実施期間：10 月 30 日（金）〜11 月 30 日
（月）
場所：歩道橋「ふれあいばし」
主催：茅ヶ崎市、茅ヶ崎市青少年指導員連
絡協議会、市内各地区青少年育成推
進協議会
・子どもの安全を守るキャンペーン
4（1）ア、イ、エ（イ）
（茅ヶ崎市）
開催日：11 月 16 日（月）〜11 月 20 日（金）
主催：茅ヶ崎市、茅ヶ崎市青少年指導員連
絡協議会、市内各地区青少年育成推
進協議会
① 職員による腕章を着用しての見守り
② 各地区青少年育成推進協議会や青少年
指導員など多くの関係団体の参加によ
るキャンペーン
開催日：11 月 18 日（水）
内容：啓発用チラシ及びティッシュ配
布
③ のぼりの旗掲出
実施期間：11 月 16 日（月）〜11 月 20
日（金）
場所：茅ヶ崎駅北口ペデストリアンデ
ッキ
④ 懸垂幕「みんなで守ろう子どもの安全」
掲示
実施期間：10 月 30 日（金）〜11 月 30
日（月）
場所：市役所本庁舎懸垂幕掲示施設
・市広報誌による広報（秦野市）
内容：
「市民会議」周知（11 月 15 日号）

4（1）ア

・市役所本庁舎に強調月間横断幕の掲出
4（1）ア、イ
（秦野市）
実施期間：11 月 1 日（日）〜30 日（月）
内容：青少年健全育成活動の啓発スローガ
ン「のびる芽に そそげ親の目 地
域の目」
・懸垂幕の掲出（伊勢原市）
4（1）ア、エ（ア）
実施期間：11 月 1 日（日）〜12 月 27 日（日）
場所：青少年センター入口
・11 月 1 日号広報いせはらによる広報
（伊勢原市）

4（1）ア、エ（ア）

・街頭啓発キャンペーン（伊勢原市）
4（1）ア、エ（ア）
開催日：11 月 15 日（日）
場所：ＪＡいせはら本所 農業まつり会場
参加者：青少年指導員 12 人、青少年相談
室補導員 5 人、ジュニアリーダー
6 人、職員 3 人
内容：青少年の健全育成に関する啓発物品
の配布とガス風船の配布を実施し
た。
啓発物品 1,000 部
ガス風船 約 800 ヶ
・横断幕掲出（寒川町）
4（1）ア、エ（イ）
実施期間：11 月 1 日（日）〜30 日（月）
場所：さむかわ中央公園、寒川町立寒川東
中学校
実施主体：寒川町青少年環境浄化推進協議
会
掲出内容：
「あたたかい心が育つきれいな
町、みんなの努力が実る町」
「思いやる心が君のすばらし
さ」
・薬物乱用防止キャンペーン（寒川町）
4（1）エ（イ）
開催日：11 月 22 日（日）
場所：さむかわ中央公園
主催：寒川町青少年環境浄化推進協議会
参加者：寒川町教育委員会、寒川町青少年
環境浄化推進協議会 20 人
・二宮町生涯学習センター青少年掲示板へ
のポスター掲示・チラシ配布（二宮町）

4（1）イ、エ（イ）

・広報にのみや 11 月号による広報（二宮町） 4（1）ウ
・懸垂幕「話し合う 家庭に育つ 明るい子」 4（1）ア
の掲出（南足柄市）
実施期間：11 月 15 日（日）〜30 日（月）
場所：南足柄市役所

・町内施設等に「あいさつ声かけ運動」啓発 4（1）エ（ア）
ポスターの掲示（真鶴町）
実施期間：通年
場所：町内施設等
・町内施設等に「毎週火曜日子ども安全の日」 4（1）エ（ア）
啓発ポスターの掲示（真鶴町）
実施期間：通年
場所：町内施設等
・登下校時の見守り（真鶴町）
実施日：通年
場所：町内
参加者：管内小中学校ＰＴＡ

4（1）エ（ア）

・教育委員会庁舎及び青少年相談室における 4（1）エ（ア）
啓発資料の掲示、配布（湯河原町）
実施期間：11 月中
場所：湯河原町分庁舎 1 階フロア及び 4 階
青少年相談室
３ 研修会等
（神奈川県、市町村）

・子ども・若者を支援する大人のセミナー「き 4（1）ア
っと役に立つ！体験学習プログラム 〜
グループづくり・クラスづくりのために
〜」（神奈川県（青少年センター））
開催日：11 月 1 日（日）
、14 日（土）
場所：神奈川県立青少年センター（研修室
1）
対象：青少年支援･指導者、教員、行政職
員、教員志望の学生等
参加者：
（1 日）19 人、
（14 日）16 人
内容：
（1 日）コミュニケーションゲーム「サ
ザンクロス探検隊」
・コンセン
サスゲーム「みんなのトンボ
池」
（14 日）コンセンサスゲーム「ダイヤ
モンドランキング」
・コミュ
ニケーションゲーム「ねねち
ゃんの家はどこ？」
・青少年行政関係職員研修（相談員セミナー） 4（1）ア
（神奈川県（青少年センター））
開催日：11 月 11 日（水）
場所：神奈川県立青少年センター（研修室
1）
対象：県内の青少年相談センター等職員及
び青少年行政職員、教員等
参加者：18 人
内容：講義「不登校からひきこもりニート
へ〜子どもや若者の自立支援
の実際〜」
講師 牟田 武生氏（ＮＰＯ法人教
育研究所理事長）

・子ども施設の指導員セミナー
4（1）ア
（神奈川県（青少年センター））
開催日：11 月 11 日（水）
場所：小田原市役所 7 階大会議室
対象：青少年育成施設及び類似施設等の職
員
参加者：72 人
内容：折り紙でコミュニケーション
折紙講師 石見谷 絋氏（日本折紙
協会認定）
・体験活動プログラム指導者研修「キャンプ 4（1）ア
指導者技術研修〜指導者のためのキャン
プ教室＜スキルアップ編＞〜」
（神奈川県
（清川青少年の家）
）
開催日：11 月 7 日（土）〜8 日（日）
場所：神奈川県立清川青少年の家
対象：成人の青少年支援・指導者、教員等
内容：・雑木林の木とロープを使った冒険
遊び場作り
・ネイチャーゲーム体験
・コッフェル・バーナーを用いた野
外炊事メニューレシピの実践
・テント泊を通じてキャンプ指導者
としての知識・技術を深める。
講師 青木 孝一氏（日本ネイチャ
ーゲーム協会公認インスト
ラクター）
小野 昭典氏（ＮＰＯ法人横
浜にプレイパークを創ろう
ネットワーク）
・体験活動プログラム指導者研修②「子ども 4（1）ア
のイベント応援フェア〜カンタンおやつ
と手作りおもちゃ〜」
（神奈川県（清川青
少年の家）
）
開催日：11 月 21 日（土）
場所：神奈川県立清川青少年の家
対象：成人の青少年支援・指導者、教員等
内容：・野外炊事 1「アウトドアでバケツ
プリン作り」
・野外炊事 2「牛乳パック、紙コッ
プを活用したスコーン作り」
・クラフト「食品トレイ、牛乳パッ
クを活用したグライダー作り」

・体験活動コーディネーター研修「盗めプロ 4（1）ア
のワザ！アウトドア企画達人ゼミ」
（神奈
川県（清川青少年の家）
）
開催日：11 月 28 日（土）〜29 日（日）
場所：神奈川県立清川青少年の家
対象：成人の青少年支援・指導者、教員等
内容：青少年に体験してほしいと思う自然
体験活動を 1 つの事業企画・プログ
ラムにまとめ上げるワークショッ
プ
講師 橋谷 晃氏（ネイチャリング
スクール木風舎代表）
・総合療育研修（第 17 回子育て支援講座）
「子 4（1）ウ
育てハッピーアドバイス」
（神奈川県（総
合療育相談センター・中央児童相談所）
）
開催日：11 月 26 日（木）
場所：藤沢市民会館 小ホール
内容：障害児（者）子育て支援・啓発を目
的に、
「子育て」について社会全体
が関心を持ち活かせるよう、実践的
な講座を行った。
講師 真生会富山病院心療内科医
師 明橋 大二氏
・第 2 回足柄上地区青少年社会環境健全化推 4（1）ア
進連絡会議（神奈川県（足柄上地域県政総
合センター）
）
開催日：11 月 12 日（木）
場所：松田町民文化センター大会議室
主催：神奈川県（足柄上地域県政総合セン
ター）
、足柄上地区青少年社会環境
健全化推進連絡会議、足柄上地区薬
物乱用防止推進地域連絡会
参加者：35 人
内容：講演「薬物中毒者等の臨床経験から
みた薬物乱用の危険性」
講師 加賀 正浩氏（医療法人弘徳
会 愛光病院 看護師）

・西湘地域社会環境健全化講演会
4（1）エ（イ）
（神奈川県（西湘地域県政総合センター）
）
開催日：11 月 19 日（木）
場所：県小田原合同庁舎 3 階ＥＦ会議室
参加者：約 93 人
内容：ＰＴＡ関係者・青少年関係団体等を
対象として、今後の青少年の健全育
成への取組に資するため講演会を
開催する。
講演「我が子は大丈夫？ 〜青少年
の犯罪・薬物乱用の現況につい
て〜」
講師 新倉 アキ子氏（帝京大学教
職員大学院 客員講師）
（小田原地区薬物乱用防止講演会、小田原
市青少年健全育成講演会と同時開催）
・企業協力による「携帯電話教室」
4（1）エ（イ）
（ウ）
（神奈川県教育委員会）
開催校数：小学校＝18、中学校＝6、高等
学校＝9、特別支援学校＝2
計 35 校
内容：子どもたちが携帯電話の安全な使い
方の知識やマナー等の理解を深め、
いじめなどのトラブルに巻き込ま
れないための情報モラルを身につ
けるため、ＣＳＲ（企業の社会的責
任）活動による携帯電話教室を開催
した。
・
「仲間づくり教室」
（神奈川県教育委員会） 4（1）エ（ウ）
開催校：湘南台中学校（11 月 10 日（火）
）
、
相川小学校（11 月 10 日（火）
）
、
中原中学校（11 月 12 日（木）
）
、
岬陽小学校（11 月 13 日（金）
）
、
上荻野小学校（11 月 24 日（火）
）
、
今泉中学校（11 月 24 日（火）
）
、
秋葉台中学校（11 月 26 日（木）
）
内容：小学校高学年・中学校の児童生徒に
社会性やコミュニケーション能力
を高めるためのエクササイズ（演
習）
を含めたワークショップを実施
し、いじめの未然防止を図った。
・神奈川県教育委員会教育委員によるミニ・ 4（1）エ（ウ）
フォーラム・キャラバンの実施（神奈川県
教育委員会）
実施校：寒川町立寒川東中学校（11 月 9
日（月）
）
、神奈川県立金井高等学
校（11 月 17 日（火）
）
、厚木市立
荻野小学校（11 月 30 日（月）
）
内容：いじめ・暴力行為等の防止を目的と
した県教育委員会教育委員による
講話を行った。

・喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育地区別研修 4（1）エ（イ）
講座（神奈川県教育委員会）
開催日：11 月 13 日（金）
場所：海老名市文化会館小ホール
主催：神奈川県教育委員会、神奈川県医師
会、神奈川県学校保健連合会
参加者：教職員、保護者、学校医、学校歯
科医、学校薬剤師等 152 人
内容：講演「たばこの功罪〜たばこの害と
禁煙について〜」
実践発表「保健委員が取り組んだア
ルコール教育」
シンポジウム「児童生徒の喫煙・飲
酒・薬物乱用について
考える」
・少年補導員研修会（神奈川県警察）
開催回数：5 回

4（1）ア、イ、ウ、エ（ア）

・放課後児童指導員研修⑤
4（1）ア
（社団法人神奈川県青少年協会）
開催日：11 月 6 日（金）
場所：大和スポーツセンター体育会館会議
室
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：42 人
内容：講演「放課後対策事業の企画･運営
のポイント〜子どもの支援者
としての役割〜」
講師 聖徳大学准教授
神谷 明宏氏
・放課後児童指導員研修⑥
4（1）エ（ア）
（社団法人神奈川県青少年協会）
開催日：11 月 9 日（月）
場所：藤沢産業センター
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：39 人
内容：講演「子どもたちの安全をどう守る
か〜救急法の知識と技術〜」
講師 公立大学法人横浜市立大学
附属市民総合医療センター
救急看護認定看護師
山村 多希子氏

・放課後児童指導員研修⑦
4（1）ア
（社団法人神奈川県青少年協会）
開催日：11 月 17 日（火）
場所：厚木市ヤングコミュニティセンター
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：95 人
内容：講演「障害児やトラブルをおこしや
すい子どもの背景とその対応
特性を理解する（基礎編）
」
講師 リソース･ルーム枝 代表
伊藤 逞子氏
・放課後児童指導員研修⑧
4（1）ア
（社団法人神奈川県青少年協会）
開催日：11 月 26 日（木）
場所：伊勢原青少年センター
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：19 人
内容：講演「子ども支援とまちづくりー放
課後の子どもたちに必要な支
援について」
講師 早稲田大学文学学術院教授
喜多 明人氏
・青少年支援ワーカー養成事業
4（1）ア
（社団法人神奈川県青少年協会）
開催日：11 月 12 日（木）
場所：横須賀市はぐくみ館
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：85 人
内容：講演「子ども支援とまちづくり−放
課後の子どもたちに必要な支
援について」
講師 早稲田大学文学学術院教授
増山 均氏
・ユースネット横浜川崎地区推進会議
4（1）ア
（社団法人神奈川県青少年協会）
開催日：11 月 16 日（月）
場所：かながわ県民センター
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：8 人
内容：ＰＴＡ新聞作り講習会報告等につい
て
・ユースネット県央地区推進会議
4（1）ア
（社団法人神奈川県青少年協会）
開催日：11 月 13 日（金）
場所：海老名市中央公民館
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：19 人
内容：こども自然体験ツアー事業について

・ユースネット相模原地区推進会議
（社団法人神奈川県青少年協会）
開催日：11 月 18 日（水）
場所：相模原市青少年学習センター
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：14 人
内容：映画「ＤＲＵＧ」上映会について

4（1）エ（イ）

・青少年の理解と応援講座（横浜市）
4（1）ア、イ
開催日：11 月 28 日（土）
場所：港南区役所別棟会議室
主催：港南区青少年指導員協議会
参加者：青少年指導員 41 人
内容：テーマ「ひきこもりの理解と対応」
講師 関 博之氏（横浜市青少年セ
ンター相談支援担当係長）
・
「子どもの健全育成講演会」
（川崎市）
開催日：11 月 21 日（土）
場所：川崎市教育文化会館 会議室
参加者：青少年指導員、ＰＴＡ、教員
61 人

4（1）エ（イ）

・高津・橘地区青少年指導員合同研修会
4（1）ア
（川崎市）
開催日：11 月 21 日（土）
場所：橘出張所
参加者：青少年指導員 20 人
内容：
「折り紙」
子ども達に教えることを前提に、コ
ミュニケーションツールのひとつ
として実施
・平成 21 年度全体会議「ＩＴ関連講習会」
（川崎市）
開催日：11 月 25 日（水）
場所：多摩区総合庁舎 6 階 601 会議室
主催：多摩区青少年指導員連絡協議会
参加者：35 人

4（1）ア、イ

・麻生区青少年指導員会研修会（川崎市）
4（1）エ（イ）
開催日：11 月 25 日（水）
場所：麻生区役所第 2 会議室
参加者：30 人
内容：県の青少年健全育成に係る出前講座
を受講
・ジュニアリーダー養成講習会（横須賀市） 4（1）ア
開催日：11 月 8 日（日）
場所：横須賀市総合福祉会館
参加者：27 人
内容：ジュニアリーダーフォローアップ

・チャレンジキッズ・スクエア（横須賀市） 4（1）ア
開催日：11 月 14 日（土）
場所：県立保健福祉大学
参加者：60 人
内容：子どもを対象としたゲ−ム等
・青少年育成推進員視察研修（横須賀市）
4（1）ア、エ（イ）
開催日：11 月 15 日（日）
場所：平塚市びわ青少年の家
参加者：20 人
内容：平塚市・厚木市・横須賀市の情報交
換等
・ジュニアリーダー他都市交歓会（横須賀市） 4（1）ア
開催日：11 月 28 日（土）〜29 日（日）
（1 泊 2 日）
場所：三浦ふれあいの村
参加者：42 人
内容：会津若松市のジュニアリ−ダ−との
情報交換
・ジュニアリーダー養成講座（葉山町）
開催日：11 月 15 日（日）
場所：保育園・教育総合センター
参加者：29 人
内容：レクリエーション・ゲーム講習

4（1）ア

・子育て支援講座（相模原市）
4（1）ウ
開催日：11 月 5 日（木）
場所：あじさい会館
対象：主任児童委員、民生・児童委員、教
諭（学校・幼稚園）、保育士、児童
館・こどもセンター・児童クラブ指
導員、庁内関係各課・機関の職員
等
参加者：222 人
テーマ：
「ここにいるよ！-ともに生き-」
・相模原市青少年健全育成組織連絡協議会平 4（1）ア
成 21 年度講演会（相模原市）
開催日：11 月 17 日（火）
場所：相模原市立総合学習センター
参加者：27 人（地区健全役員）
テーマ：
「最近の相模原の子どもたちの状
況について」
講師 相模原市立青少年相談セ
ンター所長

・青少年指導員連絡協議会Ｆブロック研修会 4（1）ア
（相模原市）
開催日：11 月 21 日（土）
場所：津久井保健センター
参加者：25 人
内容：グループワーク「青少年指導員の役
割について」
講師 神奈川県立青少年センター
指導者育成課長 川手 隆
生氏
・青少年相談員自主研修会（厚木市）
4（1）ア
開催日：11 月 21 日（土）
場所：厚木市ヤングコミュニティセンター
主催：厚木市青少年相談員連絡協議会
参加者：青少年相談員・市内小中学校ＰＴ
Ａ 132 人
内容：青少年の非行防止活動及び相談活動
に携わる上で必要な知識や専門性
を高め活動の理解を深めた。
・青少年相談員久里浜少年院視察（大和市） 4（1）ア
開催日：12 月 3 日（木）
場所：久里浜少年院
参加者：青少年相談員他 29 人
内容：久里浜少年院参観研修
・青少年相談員と市内中学校との情報交換会 4（1）ア
（大和市）
開催日･場所：11 月 9 日（月）大和中
11 月 10 日（火）南林間中
11 月 11 日（水）渋谷中
11 月 12 日（木）光丘中
11 月 18 日（水）下福田中
計5回
参加者：各回とも 5〜７人の青少年相談員
が参加
内容：情報交換会
・生徒指導連絡協議会（大和市）
4（1）ア
開催日：11 月 25 日（水）
場所：勤労福祉会館ホール
参加者：市内 9 校の生徒指導担当・関係機
関職員が参加
内容：生徒指導についての連絡会
・海老名市青少年補導員協議会施設見学
（海老名市）
開催日：11 月 17 日（火）
場所：おおいそ学園、横浜少年鑑別所
参加者：青少年相談センター補導員
28 人
内容：施設の概要説明と施設内見学

4（1）ア

・県央方面学警連会議（海老名市）
4（1）ア
開催日：11 月 12 日（木）
場所：相模女子大学中学部 文化ホール
参加者：教職員、警察関係者 120 人
内容：・県警からの情報提供
・講演会「発達障がいをもった児
童・生徒の犯罪」
講師 外川 江美氏（府中刑務所
専門調査官）
・教育研究会生徒指導部会（座間市）
開催日：11 月 19 日（木）
場所：座間市役所会議室
参加者：教員及び関係機関職員 12 人
内容：情報交換

4（1）ア、エ（ウ）

・相談員連絡会議研修会（綾瀬市）
4（1）ア
開催日：11 月 17 日（火）
場所：綾瀬市役所
参加者：各機関相談員・職員 27 人
内容：講演「自立困難な青少年を支える家
族・家庭への支援について」
講師 工藤 定次氏（特定非営利法
人青少年自立支援センター
理事長）
・青少年指導員会議（清川村）
開催日：11 月 11 日（水）
場所：清川村役場会議室
参加者：10 人
内容：青少年指導員活動等の協議

4（1）イ、エ（イ）

・青少年指導員協議会研修会（藤沢市）
4（1）ア
開催日：11 月 25 日（水）
場所：秩父宮記念体育館 メインアリーナ
参加者：青少年指導員 113 人
内容：ゲームを使ったコミュニケーション
技法研修会
講師 二宮 孝氏
・生徒指導担当者会議（藤沢市）
4（1）ア
開催日：11 月 19 日（木）
場所：藤沢市立秋葉台中学校
参加者：30 人
内容：情報交換及び意見交換
研修会「不登校生徒への支援につい
て」
・山北地区健全育成会視察研修（山北町）
開催日：11 月 25 日（水）
場所：大宮市鉄道博物館
主催：山北地区青少年育成会
参加者：30 人
内容：施設見学

4（1）ア

・青少年指導員会議（箱根町）
4（1）エ（イ）
開催日：11 月 17 日（火）
場所：仙石原公民館会議室
参加者：青少年指導員等 21 人
内容：県西地域青少年指導員交流研究会の
結果報告、第 42 回神奈川県青少年
指導員大会の結果報告、西湘地区社
会環境健全化講演会・西湘地地域社
会環境健全化推進街頭キャンペー
ンの概要説明 ほか
４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等
（神奈川県、市町村）

・有害図書類区分陳列等調査（神奈川県、相 4（1）エ（イ）
模原市、厚木市、座間市、湯河原町）
※他の市町村については、11 月以外に実施
・神奈川県青少年保護育成条例に基づく立入 4（1）エ（イ）
調査（神奈川県（各地域県政総合センター
含む）
）
実施日：11 月中
場所：県内全域
対象：書店 2 店、カラオケボックス 23 店、
インターネットカフェ・まんが喫茶
23 店、ゲームソフト販売店 6 店 等
（夜間立入調査分を除く）
・神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例に基づく 4（1）エ（イ）
立入調査（神奈川県（各地域県政総合セン
ター含む）
）
実施日：11 月中
場所：県内全域
対象：酒類・たばこ販売店 127 店、自動販
売機 183 台 等
・見守りパトロール（くらし安全指導員）
4（1）エ（ア）
（神奈川県）
実施日：11 月 1 日（日）〜30 日（月）の
うち、実施要請を受けた日
実施回数：58 回
場所：県内各地
参加者：361 人

・神奈川県青少年保護育成条例に基づく深夜 4（1）エ（イ）
青少年立入制限施設への夜間立入調査
（神奈川県（県央地域県政総合センター）
）
実施日：11 月 21 日（土）
場所：大和駅、相模大野駅周辺
参加者：神奈川県（県央地域県政総合セン
ター）職員
内容：青少年の深夜徘徊防止及び青少年保
護育成条例、青少年喫煙飲酒防止条
例の趣旨の周知徹底を図るため、深
夜に青少年の立入が禁止されてい
るインターネットカフェ・カラオケ
ボックスの立入調査を実施
インターネットカフェ ２店
カラオケボックス 8 店
・少年補導員等と連携した街頭補導活動
（神奈川県警察）
実施回数：202 回

4（1）ア

・指導担当教諭等との地区学校・警察連絡協 4（1）ア
議会（神奈川県警察）
開催回数：11 回
・条例に基づく立入り指導（神奈川県警察） 4（1）エ（イ）
・風俗営業店への立入り指導（神奈川県警察） 4（1）エ（イ）
実施回数：4 回
・物販店、インターネットカフェ、ゲームセ 4（1）エ（イ）
ンター等に対する非行防止の協力要請活
動（神奈川県警察）
実施回数：15 回
・有害図書類の区分陳列に係る立入調査の実 4（1）ア
施（横浜市）
実施日：11 月 17 日（火）
、18 日（水）
、27
日（金）
場所：保土ヶ谷区・神奈川区・港北区・緑
区内の図書類販売店
・街頭パトロール活動（川崎市）
①「3 地区合同パトロール」
実施日：11 月 24 日（火）
主催：川崎区青少年指導員連絡協議会
参加者：43 人
②「各地区地域巡回パトロール」
実施回数：5 回
主催：各地区青少年指導員会（中央/大師/
田島各地区）

4（1）エ（ア）

・愛のパトロール（地域巡回パトロール）
（川崎市）
夜間パトロール
実施日：11 月 5 日（木）
場所：南河原公園等
主催：南河原地区青少年指導員会

4（1）エ（ア）

夜間パトロール
実施日：11 月 15 日（日）
、16 日（月）
、17
日（火）
場所：ドン・キホーテ周辺、鹿島田商店街
周辺、塚越 2 丁目商店街周辺、地区
内コンビニエンスストア、及び多摩
川土手等
主催：御幸地区青少年指導員会
夜間（自転車）パトロール
実施日：11 月 7 日（土）
場所：東小倉地区
主催：日吉地区青少年指導員会
・夜間巡回活動意見交換会（川崎市）
4（1）エ（ア）
開催日：11 月 19 日（木）
場所：中原区役所（501 号室）
参加者：中原区青少年指導員
内容：区内パトロールの状況等についての
報告、意見交換
・街頭パトロール（川崎市）
実施日：①11 月 11 日（水）
②11 月 26 日（木）
場所：①梶が谷駅〜溝の口駅
②二子新地駅〜溝の口駅
参加者：約 25 人

4（1）エ（ア）

・街頭パトロール（橘地区パトロール隊）
（川崎市）
実施日：①11 月 10 日（火）
②11 月 14 日（土）
③11 月 24 日（火）
④11 月 27 日（金）
場所：①橘中学校区
②東橘中学校区
③橘中学校区
④東橘中学校区

4（1）エ（ア）

・宮前地区地域巡回パトロール（川崎市）
実施日：①11 月 9 日（月）
②11 月 18 日（水）
③11 月 19 日（木）
④11 月 26 日（木）
場所：①有馬地域
②野川地域
③宮崎・馬絹地域
④宮前平地域

4（1）エ（ア）

・向丘地区地域巡回パトロール活動（川崎市） 4（1）エ（ア）
実施日：①11 月 5 日（木）
②11 月 26 日（木）
場所：①五所塚・平地域
②菅生・蔵敷地域
・多摩区内「愛のパトロール」活動（川崎市） 4（1）エ（ア）
実施日：各地域適宜（通年）
・地域巡回パトロール（愛のパトロール）
（川崎市）
実施日：①11 月 14 日（土）
②11 月 28 日（土）
参加者：①12 人
②20 人

4（1）エ（ア）

・街頭指導（横須賀市）
実施日：11 月 4 日（水）
、27 日（金）
場所：北久里浜・津久井地区
参加者：14 人

4（1）エ（ア）

・街頭指導活動（相模原市）
4（1）ア
実施日：11 月 5 日（木）〜27 日（金）の 8
日間
場所：市内各所
内容：街頭指導・相談
・薬物乱用防止パンフレット配布（相模原市） 4（1）ア
実施日：11 月 8 日（日）
場所：相模大野駅前
参加者：100 人
内容：相模原市青少年相談員等が薬物乱用
防止のパンフレット配布
・街頭指導活動（厚木市）
4（1）ア
場所：厚木市内
参加者：青少年相談員、専門補導員
内容：市街地や地域の不良行為の行われや
すい場所を巡回し、青少年の問題行
動の早期発見、指導に努めた。

・青少年健全育成推進街頭キャンペーン（大 4（1）ア
和市環境フェア月間クリーンキャンペー
ンと合同実施事業）
（大和市）
開催日：11 月 21 日（土）
場所：大和駅他市内各駅周辺、幹線道路、
住宅地内道路
参加者：青少年問題協議会を構成する各団
体、大和市健康普及員等市内団
体、各事業所 1,288 人
内容：違反看板・チラシ撤去活動及び清掃
活動を実施
・各中学校区街頭補導（海老名市）
4（1）ア
実施日：11 月 6 日（金）
、10 日（火）
、13
日（金）
、20 日（金）
、24 日（火）
、
27 日（金）
参加者：青少年相談センター補導員
30 人
内容：海老名市内繁華街・コミュニティー
センター・各中学校周辺の街頭補導
を実施
・街頭補導活動（座間市）
4（1）ア、エ（ア）
（イ）
場所：座間市内
主催：座間市教育委員会、座間市青少年補
導員協議会
内容：街頭補導活動
・街頭補導活動（綾瀬市）
4（1）エ（イ）
実施日：11 月 1 日（日）〜30 日（月）の
間
実施回数：7 回
場所：市内各所
主催：綾瀬市、青少年補導員連絡協議会
参加者：延べ 20 人
内容：街頭補導活動
・通常愛護指導（平塚市）
実施日：11 月中の（月）〜（金）
場所：駅周辺繁華街、郊外
参加者：58 人
内容：非行防止

4（1）ア、イ

・旭陵中学校区強化愛護指導（平塚市）
実施日：11 月 4 日（水）
場所：旭陵中学校区
参加者：20 人
内容：非行防止

4（1）ア、イ

・神明中学校区強化愛護指導（平塚市）
実施日：11 月 6 日（金）
場所：神明中学校区
参加者：33 人
内容：非行防止

4（1）ア、イ

・浜岳中学校区強化愛護指導（平塚市）
実施日：11 月 9 日（月）
場所：浜岳中学校区
参加者：15 人
内容：非行防止

4（1）ア、イ

・神田中学校区強化愛護指導（平塚市）
実施日：11 月 25 日（水）
場所：神田中学校区
参加者：15 人
内容：非行防止

4（1）ア、イ

・県警少年補導員との合同パトロール
（平塚市）
実施日：11 月 27 日（金）
場所：市内全域
参加者：32 人
内容：非行防止

4（1）ア、イ

・街頭指導員による昼間街頭指導活動
4（1）ア、エ（ア）
（イ）
（藤沢市）
実施日：11 月 1 日（日）〜30 日（月）（土・
日除く）
場所：藤沢市内全域
参加者：4 人
・青少年指導員、青少年育成協力会による街 4（1）ア、エ（ア）
（イ）
頭指導活動（藤沢市）
実施日：11 月 1 日（日）〜30 日（月）
場所：藤沢市内全域
参加者：224 人
内容：14 地区月 2 回パトロール
・特別街頭指導員による夜間街頭指導活動 4（1）ア、エ（ア）
（イ）
（藤沢市）
実施日：11 月 7 日（土）、12 日（木）、
21 日（土）、24 日（火）、26 日
（木）、28 日（土）
場所：藤沢駅・湘南台駅・江の島駅周辺
参加者：10 人
・自動販売機、コンビニ、シンナー取扱店等 4（1）ア、エ（ア）
（イ）
の青少年を取り巻く環境調査（藤沢市）
実施日：11 月中
場所：藤沢市内全域
参加者：224 人
・有害図書の回収（茅ヶ崎市）

4（1）エ（イ）

・青少年指導員によるパトロール（茅ヶ崎市） 4（1）エ（イ）
・愛のパトロール（伊勢原市）

4（1）エ（ア）

・青少年環境浄化パトロール（二宮町）
実施日：11 月 30 日（月）
場所：町内全域
参加者：二宮町青少年環境浄化推進員
11 人
内容：違法広告物の撤去パトロール

4（1）イ、エ（イ）

・街頭補導活動（南足柄市）
4（1）ア
実施日：11 月 5 日（木）
、10 日（火）
、19
日（木）
参加者：育成センター職員、補導員、警察
署員、神奈川県（足柄上地域県政
総合センター）県民・安全防災課
職員 延べ 15 人
内容：街頭補導パトロール
・市内広報巡回パトロール（南足柄市）
4（1）エ（ア）
参加者：青少年育成センター職員（随時）
内容：主に生徒の下校時に合わせてパトロ
ール
・防犯パトロール（山北町）
実施日：11 月 14 日（土）
、28 日（土）
場所：山北町岸・向原地区
主催：山北町岸・向原地区健全育成会
参加者：10 人
内容：町内夜間パトロール

4（1）エ（ア）

・青少年健全育成対策本部街頭指導通常活動 4（1）エ（ア）
（小田原市）
実施日：11 月 20 日（金）
場所：小田原駅東西自由連絡通路、タウン
センターマロニエ
参加者：小田原市青少年健全育成対策本
部、小田原市教育委員会 20 人
内容：小田原駅周辺重点区域及び川東南部
重点区域において街頭指導活動を
行った。
・青少年育成推進員街頭指導パトロール
4（1）エ（ア）
（小田原市）
実施日：11 月 10 日（火）
、13 日（金）
、26
日（木）
場所：小田原駅、川東地区、酒匂地区
主催：小田原市青少年育成推進員協議会
参加者：小田原市青少年育成推進員
35 人
内容：街頭パトロール

・有害図書・ビデオ等白ポストの回収
4（1）エ（イ）
（小田原市）
実施日：11 月 2 日（月）
、6 日（金）
場所：小田原駅（東・西）
・蛍田・富水・
栢山・下曽我
主催：小田原市青少年環境浄化推進委員協
議会
参加者：2 人
内容：有害図書・ＤＶＤ・ビデオ等が入っ
た白ポストの回収をした。
・啓発チラシ等の配布（箱根町）
4（1）エ（ア）
実施日：10 月 25 日（日）
、11 月 8 日（日）
、
25 日（水）
主催：箱根町青少年指導員連絡協議会
参加者：青少年指導員 10 人
内容：
「未成年の飲酒及び喫煙防止」啓発
活動（チラシ等を町内のコンビニ、
酒販売店、タバコ屋等に配布）
・吉浜稲荷愛のパトロールの実施（湯河原町） 4（1）エ（ア）
実施日：11 月 10 日（火）
場所：吉浜稲荷
主催：青少年指導員会
参加者：青少年指導員（9 人）
・社会教育課
職員（1 人） 計 10 人
内容：例年 11 月 10 日に開催される吉浜稲
荷祭礼において、吉浜本町通りが歩
行者天国となり、出店が出店される
など多くの青少年の外出が見込ま
れるため、青少年指導員会がパトロ
ールを実施した。

５ 青少年の社会参加活動
（神奈川県、市町村）

・町内各所巡回による街頭補導活動
（湯河原町）
実施日：11 月 2 日（月）〜30 日（月）
場所：町内各所
参加者：青少年相談員 1 人

4（1）エ（ア）

・小・中学生の公衆トイレ壁画作成
（神奈川県警察）

4（1）ア

・小・中学生の環境美化清掃活動
（神奈川県警察）
実施回数：5 回

4（1）ア

・小学生と苗植えの実施（神奈川県警察）

4（1）ア

・小・中学生と餅つき大会（神奈川県警察） 4（1）ア
・中学生による万引き防止キャンペーン
（神奈川県警察）

4（1）ア

・中学生が青パトに乗車し広報活動
（神奈川県警察）

4（1）ア

・小・中学生が警察署見学で体験学習
（神奈川県警察）
実施回数：4 回

4（1）ア

・｢いのちの大切さについて考えるキャンペ 4（1）ア
ーン事業｣危険体験親子キャンプ（ＹＮ横
須賀推進会議）（社団法人神奈川県青少年
協会）
開催日：11 月 7 日（土）〜8 日（日）1 泊
2日
場所：県立観音崎青少年の村
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：30 人
内容：｢火･刃物･暗闇･いのち｣をキーワー
ドにした親子で体験するキャンプ
・いじめ防止ワークショップ（ＹＮ湘南推進 4（1）エ（ウ）
会議）
（社団法人神奈川県青少年協会）
開催日：11 月 6 日（金）
、19 日（木）
場所：寒川町立一之宮小学校
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：6 年生
内容：いじめ防止ワークショップ
・映画『ＤＲＵＧ』上映とＲＵＵミニコンサ 4（1）ア、エ（イ）
ート（ＹＮ相模原推進会議）（社団法人神
奈川県青少年協会）
開催日：11 月 29 日（日）
場所：相模原市立青少年学習センター
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：65 人
内容：映画『ＤＲＵＧ』上映・ＲＵＵミニ
コンサート・菅原浩志監督講演会
・いのちの大切さについて考えるキャンペー 4（1）エ（ウ）
ン①（ＹＮ北湘推進会議）
（社団法人神奈
川県青少年協会）
開催日：11 月 3 日（火）
場所：秦野市総合運動公園駐車場
主催：社団法人神奈川県青少年協会
内容：秦野市が主催する 30 周年市民の日
で、参加者に対して竹細工などの体
験を提供

・柳島青少年キャンプ場での親子体験事業
4（1）ア
（社団法人神奈川県青少年協会）
開催日：11 月 21 日（土）
場所：県立柳島青少年キャンプ場
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：39 人
内容：ダッヂオーブン体験とクリスマスリ
ースづくり
・こども自然体験ツアー（ＹＮ県央推進会議） 4（1）ア
（社団法人神奈川県青少年協会）
開催日：11 月 22 日（日）
場所：県立愛川ふれあいの村
主催：社団法人神奈川県青少年協会
参加者：56 人
内容：プロジェクトアドベンチャーや自然
観察等ワークショップ
・いのちの大切さについて考えるキャンペー 4（1）ア
ン②（ＹＮ北湘推進会議）
（社団法人神奈
川県青少年協会）
開催日：11 月 22 日（日）
場所：開成町瀬戸屋敷
主催：社団法人神奈川県青少年協会
内容：開成町が主催する親子米栽培体験事
業の収穫祭で、参加者に対して竹細
工を指導
・横浜ベイスターズ少年野球教室（横浜市） 4（1）ア
開催日：11 月 22 日（日）
場所：岸根公園少年野球場
主催：神奈川区体育協会
参加者：小学生 200 人、
少年野球連盟役員その他 30 人
内容：プロ野球選手・コーチによる野球教
室
・ミニバスケットボール大会（横浜市）
4（1）ア
開催日：11 月 22 日（日）
、12 月 6 日（日）
場所：神大寺小学校ほか
主催：神奈川区体育指導委員連絡協議会
参加者：小学生 291 人、指導者 73 人、
体育指導委員 51 人
内容：ブロック予選（11 月 22 日（日）
）
決勝トーナメント（12 月 6 日（日）
）
・親子スケート教室（横浜市）
4（1）ア
開催日：11 月 29 日（日）
場所：神奈川スケートリンク
主催：神奈川区青少年指導員協議会
参加者：小･中学生と保護者 109 人、
青少年指導員 21 人
内容：親子参加によるアイススケート教室

・西区少年野球教室（横浜市）
4（1）ア
開催日：11 月 22 日（日）
場所：岡野公園野球場
主催：西区小学生野球連盟
参加者：200 人
内容：区内小学生対象の横浜ベイスターズ
選手による野球教室
・つづきウォーク＆フェスタ（横浜市）
4（1）ア
開催日：11 月 23 日（月）
場所：すきっぷ広場及びその周辺
内容：中学生がボランティアスタッフとし
て参加
・スポーツ大会、文化教室等（横浜市）
開催日：11 月中
場所：戸塚区内 17 地区
参加者：500 人程度

4（1）エ（ウ）

・瀬谷っ子探検隊 2009（横浜市）
開催日：11 月 3 日（火）
場所：こどもの国
主催：瀬谷っ子探検隊実行委員会
参加者：58 人
内容：青少年指導員と小学生との交流

4（1）ア

・瀬谷区ジュニアコンサート（横浜市）
4（1）ア
開催日：11 月 15 日（日）
場所：瀬谷区公会堂
主催：瀬谷区ジュニアコンサート実行委員
会
参加者：約 350 人
内容：音楽を通して心豊かな成長を支援す
るため、子どもたちによるコンサー
トを実施した。
・第 20 回歩け歩け大会（川崎市）
4（1）ア、エ（ウ）
開催日：11 月 29 日（日）
場所：女躰神社境内〜南河原公園
主催：南河原地区青少年指導員会
参加者：83 人
内容：子どもと大人が一緒に約 10ｋｍを歩
行。受付に標語入りのぼり旗を掲示
し、参加者に啓発品を配布。

・第 21 回御幸ウォークラリー大会（川崎市） 4（1）ア、エ（ウ）
開催日：11 月 23 日（月）
場所：多摩川河川敷
主催：御幸地区青少年指導員会
参加者：197 人
内容：子どもと大人が一緒に 5ｋｍと 7ｋ
ｍのコースに分かれ実施。受付・チ
ェックポイントに標語入りのぼり
旗を掲示し、参加者に啓発品を配
布。
・第 22 回橘の散歩道ウォークラリー
4（1）ア
（川崎市）
開催日：11 月 3 日（火）
場所：高津区橘地区南部
主催：橘地区青少年指導員会・橘地区社会
福祉協議会
参加者：71 人（青少年関係者、地域活動団
体）
、110 人（ラリー参加者）
内容：地図を頼りに、地域の施設やクイズ
を解きながら約 3 キロのコースを散
策
・第 41 回向丘地区青少年美術展（川崎市） 4（1）ア
開催期間：11 月 14 日（土）〜15 日（日）
場所：川崎市立向丘小学校アリーナ
参加者：1,458 人
内容：出展数 書道、絵画の部
合計 1,246 点
※入選作品展示会
開催期間：11 月 16 日（月）〜30 日（月）
場所：宮前区役所向丘出張所ロビー
・第 24 回宮前地区青少年作品展（川崎市） 4（1）ア
開催期間：11 月 28 日（土）〜29 日（日）
場所：宮前市民館
参加者：296 人
内容：出展数 書道、絵画の部、ちぎり絵、
イラスト・デザイン
合計 339 点
※入選作品展示会
開催期間：12 月 18 日（金）〜28 日（月）
場所：宮前区役所 2 階 ロビー
・子ども会の集いでのジュニアリ−ダ−によ 4（1）ア
る事業協力（葉山町）
実施日：11 月 21 日（土）
場所：上山口小学校
参加者：7 人（ジュニアリ−ダ−）
内容：ゲ−ム指導等

・あつぎ国際大道芸（厚木市）
開催日：11 月 7 日（土）
、8 日（日）
場所：あつぎつつじの丘公園外 6 箇所
参加者：ジュニアリーダー 各日 25 人
内容：あつぎ国際大道芸の手伝い

4（1）ア

・市民ふるさと祭りでのボランティア
4（1）ア
（座間市）
実施日：11 月 8 日（日）
場所：市民ふるさと祭り会場（座間中学校）
参加者：青少年指導員 20 人
内容：むかし遊びコーナー
・小園児童館まつり（綾瀬市）
4（1）ア
開催日：11 月 23 日（月）
場所：小園児童館
参加者：168 人
内容：イベント、ジュニアリーダーによる
レクレーションの実施
・藤沢こども議会（藤沢市）
4（1）ア
開催日：11 月 14 日（土）
場所：藤沢市議会議場
参加者：市内在住・在学の小学生 31 人
内容：発表①「子どもの安全対策について」
②「地球温暖化について」
③「これからの学校施設につい
て」
④「観光客が楽しめる藤沢市に
ついて」
⑤「中学生までの医療費の無料
化を実現してほしい」
・伊勢原北地区青少年指導員協議会
（伊勢原市）
開催日：11 月 8 日（日）
参加者：青少年指導員 15 人
内容：ハイキング

4（1）エ（ウ）

・子どもフェスティバル（大井町）
4（1）エ（ウ）
開催日：11 月 8 日（日）
場所：大井町立中央公民館
参加者：大井町青少年指導員 14 人、大井
町ジュニアリーダー12 人
内容：スライム作り、模擬店出店
・有害看板等の撤去（小田原市）
4（1）エ（イ）
実施日：11 月 2 日（月）
、6 日（金）
場所：蛍田・富水・栢山・下曽我
主催：小田原市青少年環境浄化推進委員協
議会
参加者：2 人

６ その他
（神奈川県、市町村）

・防犯フォーラム（神奈川県警察）

4（1）エ（ア）

・子ども 110 番の家・地域防犯連絡所合同連 4（1）エ（ア）
絡会（神奈川県警察）
・子ども見守り活動（神奈川県警察）

4（1）エ（ア）

・小学生に対する不審者侵入対応訓練
（神奈川県警察）

4（1）エ（ア）

・幼稚園児・小学生へ誘拐防止・安全講話
（神奈川県警察）
実施回数：7 回

4（1）エ（ア）

・横浜市内各児童相談所と管轄警察署の連絡 4（1）ウ
会（神奈川県警察）
開催回数：4 回
・横浜安全管理局人権研修会において、警察 4（1）ウ
本部少年育成課が児童虐待問題について
講演（神奈川県警察）
・児童虐待防止講話（神奈川県警察）
実施回数：14 回

4（1）ウ

・少年非行防止・健全育成・安全確保に関す 4（1）ア、イ、ウ、エ（ア）
る有識者による研究会を発足（神奈川県警
察）
・万引き防止紙芝居を市教委に贈呈
（神奈川県警察）

4（1）ア

・万引き防止のための防犯診断
（神奈川県警察）
実施回数：11 回

4（1）ア

・
「第 14 回大師地区多摩川ファミリーウォー 4（1）ア
キング」
（川崎市）
開催日：11 月 15 日（日）
場所：多摩川河川敷
主催：川崎市大師地区青少年指導員会
参加者：159 人
・
「かわさき市民祭り」イベント参画
（川崎市）
開催日：11 月 1 日（日）
※祭りは 10 月 31 日（土）〜11
月 1 日（日）
主催：かわさき市民祭り実行委員会
参加者：562 人

4（1）ア

・特設電話相談こども安心ダイヤル（綾瀬市） 4（1）ウ、エ（ウ）
実施日：11 月 7 日（土）
、8 日（日）
場所：綾瀬市青少年相談室
内容：電話 1 件 来室 4 件 計 5 件
・社会を明るくする運動地区行事（平塚市） 4（1）イ
（真土地区）
開催日：11 月 7 日（土）
場所：真土地区
参加者：自治会、青少年指導員、ＰＴＡ、
子ども会、防犯協会、民生委員等
約 100 人
内容：
「子孫が語るジョン万次郎」講演会
（土沢地区）
開催日：11 月 9 日（月）
場所：土沢地区
参加者：社会福祉協議会会員等 25 人
内容：小・中学校、幼稚園、保育園に花を
植え環境を整備
・平成 21 年度青少年のよい行いをほめたた 4（2）イ
える運動（秦野市）
実施日：11 月 1 日（日）〜30 日（月）
内容：他人への親切など、よい行いをした
青少年に賞状を授与する。
（全校集会等で表彰してもらう。
）

