
（東京都 　1 /９）

1 大会等
（千代田区） ○「更正保護フェスタ２０１０ with 谷村新司 」（共催）

【延べ２件】

（新宿区） ○第60回「社会を明るくする運動」広報パレード及び式典

【延べ 2 件】 開催日：7月4日（日）

場所：新宿2丁目交差点→JR新宿駅東口広場(新宿通り)(新宿区)

○薬物乱用防止講演会（新宿区更正保護女性会主催）

開催日：7月20日　場所：四谷地域センター（新宿区）

（文京区）
【延べ１件】

（台東区） ○上野母の会薬物乱用防止大会（区内警察署）

【延べ１件】

（墨田区）
【延べ１件】 ○「社会を明るくする運動」中央集会

開催日：7月10日　　

会場：曳舟文化センター（墨田区）

（江東区）
【延べ３件】 ①非行化防止講演会　(江東区小松橋地区対・保護司会)

　会場 　　江東区小松橋地区（小松橋区民館）

②環境浄化推進会「講演会」 (江東区南砂地区対・保護司会)

　場所 砂町区民館

③「薬物乱用防止」のための講演会　(江東区亀戸地区対)

　場所 都立江東商業高等学校

（品川区）
【延べ３件】 ①防犯少年野球大会

　会場 　　しながわ区民公園　他

②教育長杯少年少女サッカー大会

　場所 八潮多目的広場他

③社会を明るくする運動

 ・街頭広報活動　開催日：７月２日(金)　場所：区内８箇所　

・中央大会　開催日：７月１６日(金)　　場所：きゅりあん小ホール

区　　分 内　　　　容

○社会を明るくする運動　ミニ集会

○第６０回文京区社会を明るくする大会
　開催日：７月１１日（日）
　場所：文京シビックホール　小ホール
　内容：講演「子どもを叱れない大人たちへ」
　　　　　　 落語家・法務省少年院篤志面接委員　桂才賀氏



（東京都 　２ /９）

（渋谷区） ○社会環境を明るくしよう渋谷区民のつどい

【延べ３件】 　　　

原宿地区大会：千駄ヶ谷区民会館

　７月３日(土)１４時～１６時

渋谷地区大会：リフレッシュ氷川

　７月10日(土)１３時半～１６時

（ 中野区） ○第６０回“社会を明るくする運動”推進委員会

【延べ２件】 開催日：６月３０日　会場：中野区　勤労福祉会館

○“社会を明るくする運動”第１６回金田喜稔少年サッカー教室ｉｎ中野

開催日：７月１７日　会場：中野区立第九中学校

（三鷹市） ○懸垂幕の掲出

【延べ1件】

（昭島市） ○有害図書･ビデオ等自動販売機実態調査

【延べ１件】

（町田市） ○ 不健全図書等調査

【延べ２件】 ○ 非行防止、地区内、防犯等パトロール

（狛江市） ○社会を明るくする運動推進大会とコンサート

【延べ1件】 開催 ７月19日　場所: 狛江エコルマホール

（清瀬市） ○

【延べ２件】 ○

立て看板の設置

社会を明るくする運動（清瀬駅周辺でのチラシやうちわの配布）

区　　分 内　　　　容

代々木地区大会：幡ヶ谷区民会館

　７月３日(土)１２時～１５時半



（東京都 　３ /９）

2 広報啓発活動
（千代田区） ○区広報紙への掲載

【延べ４件】 ○ポスターの掲示

（新宿区） ○懸垂幕の掲出(社会を明るくする運動）

【延べ 5 件】 ○啓発物品の配布（社明メディックバン、ノート、鉛筆ほか）

○広報誌による広報（新宿区広報6月25日号掲載）

○区内デパート等での店内放送（7月、8月中に、店内放送）

○駅頭運動（8月1日に西武新宿駅前にて社明メディックバン等配布）

（文京区）
【延べ１件】

（台東区） ○広報誌、ホームページによる広報（台東区）

【延べ７件】 ○学校あいさつ運動、入谷朝顔まつり会場、下町七夕まつり

○上野夏祭りパレードにて放送・横断幕を使用しての薬物乱用防止、

○非行からの立ち直りの啓発活動（台東区保護司会、上野観光連盟）

○中学校・高校にて薬物乱用防止教室（区内警察署）

○ＪＲ上野駅前、上野動物園内万引き防止キャンペーン（区内警察署）

○声掛け・連れ去り防止リーフレット作成、配布（区内警察署）

（墨田区） ○ 懸垂幕の掲出（墨田区役所庁舎前）

【延べ２件】 期間：7月1日～7月31日

○

開催日：7月1日　場所：JR錦糸町駅前

（江東区） ①広報紙による広報（江東区小松橋地区対）　４，５００部配布

【延べ３件】 ②啓発物の配布（江東区小松橋地区対）

③社会を明るくする運動」駅頭キャンペーン　(江東区亀戸地区対)

（品川区） ①懸垂幕の掲出

【延べ３件】 ②広報統合ポスター掲出

③夏季対策パンフレット作成、配付　　（いま　大人の役割）

（目黒区）
【延べ１件】

（大田区） 広報啓発活動　啓発広報用ポスターの掲示

【延べ１件】

（世田谷区） ○広報誌（紙）による広報（東京都 世田谷区）

【延べ１件】

東京ドーム周辺広報啓発活動（共催：東京都推進委員会）
　開催日：７月３日（土）
　場所：東京ドーム周辺、ラクーア内、礫川公園

区　　分 内　　　　容

○社会を明るくする運動　駅前一斉広報活動

○社会を明るくする運動　街頭パレード

「社会を明るくする運動」駅頭広報活動の実施（ティシュー、ちらしの配布）

めぐろ区報　7/15日号に掲載



（東京都 　４ /９）

（渋谷区） ○代々木補導連絡会　夏季(交番)パトロール

【延べ2件】 代々木警察署管内８か所　　７月９日(金)　１５時～１６時半

○恵比寿地区夏期パトロール

　８月２３日(月)～２６日(木)　２０時～２１時

（ 中野区） ○“社会を明るくする運動”中野区内駅頭8カ所ＰＲ活動

【延べ５件】 ○“社会を明るくする運動”広報ビデオ、ＤＶＤの貸し出し

○“社会を明るくする運動”中野区庁舎に横断幕掲示

○“社会を明るくする運動”中野区立第十中学校外塀に横断幕の掲示

○“社会を明るくする運動”区内14地区推進委員会において講演会等

（ 葛飾区） ○啓発パンフレットの配布

【延べ１件】 　主な配布先：地区委員、青少年委員、区立小・中学校等

（武蔵野市） ○非行防止チラシの配布

【延べ１件】

（三鷹市） ○駅頭広報活動（ＪＲ三鷹駅）

【延べ2件】 ○映画と講演のつどい

「みたか商工まつり」における刑務作業製品販売及び広報活動

（青梅市） ○広報紙による広報

【延べ2件】 ○横断幕の掲出

○啓発パンフレット配付

（町田市） ○社会を明るくする運動街頭キャンペーン、集会

【延べ2件】

（小平市） ○薬物乱用防止啓発街頭キャンペーン（小平市）

【延べ２件】
○広報誌による広報（小平市）

（東村山市） ○市報による広報

【延べ３件】 ○横断幕の掲出（庁舎の一部および市内公民館（１館））

○たて看板の設置（市内公民館（１館））

（狛江市） ○青少協だよりの発行（7月15日号）

【延べ２件】 30,000部を発行し、新聞折込等で配布

○駅頭広報活動

日時：７月１日（木）午後４時30分から約１時間

場所：狛江駅前北口広場

（東大和市） ○ 広報誌（７月１日号）による広報　　

【延べ２件】 青少年の非行・被害防止全国強調月間重点課題明記

○ 横断幕の掲出（７月１日～７月３１日）

青少年対策地区連絡協議会へ協力要請

開催日: ７月７日　場所: 花小金井駅・鷹の台駅周辺

市報こだいら ７月５日号

区　　分 内　　　　容



（東京都 　５ /９）

（武蔵村山市） ○青少年補導連絡会による啓発パンフレット等の配布

○広報誌（市報）による広報

【延べ６件】 ○懸垂幕の掲出

○保護司等による啓発リーフレット等の配布

○映画会と音楽のつどいの実施

○薬物乱用防止キャンペーンとして広報誌(市報)、ポスター等による

　ＰＲ活動の実施

（あきる野市） ○市広報紙による広報（7/1号）

【延べ３件】 ○懸垂幕の掲出

○社会を明るくする運動駅頭キャンペーン　7月1日実施

（奥多摩町） ○ 広報紙による強調月間の広報（奥多摩町）

【延べ２件】 ○ 啓発のチラシを小中学校の生徒及び町内全戸配布

（大島町） ○ポスター・リーフレット配布

【延べ１件】

区　　分 内　　　　容



（東京都 　６ /９）

3 有害環境浄化活動
（千代田区） ○みたま祭り夜間パトロール

【延べ１件】

（新宿区） ○有害環境浄化運動（7月20日に歌舞伎町にて清掃活動実施）

【延べ 1 件】

（文京区）
【延べ１件】

（台東区） ○一斉街頭補導活動（区内警察署）

【延べ５件】 ○環境浄化作戦（区内警察署）

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（区内警察署）

○アメ横商店街、隅田川テラス落書消し（区内警察署）

○インターネットカフェ等立入調査（区内警察署）

（墨田区） ○ 夜間一斉パトロールの実施

【延べ 2 件】 実施日：7月20日　　対象：区内中学校校区内（１２校区）

○ 有害図書・ビデオ販売等の点検調査及び自粛活動の実施

対象：区内中学校校区内（１２校区）

（江東区）
【延べ３件】

（品川区） ①環境実態調査(品川区青少年対策地区委員会連合会)

【延べ 1 件】

（目黒区）
【延べ２件】

（中野区） ○中野区夢通りギャラリーに環境浄化ポスターの展示

【延べ２件】 ○青少年環境浄化強調月間ポスターの掲示

　（区立小、中学校、児童館、地域センター）

（清瀬市） ○

【延べ２件】 ○

区　　分 内　　　　容

○文京矯正展
（共催：府中刑務所、㈶矯正協会刑務作業協力事業部）
　開催日：７月３、４日（土、日）
　場所：文京シビックセンター地下２階　区民ひろば

○社会を明るくする運動
日程：7/1　駅頭広報活動
場所：学芸大学駅、中目黒駅、自由が丘駅、目黒駅

○環境浄化推進一斉パトロール(江東区南砂・砂町地区対)
日程：７月１６日　　場所：砂町小学校

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（江東区東陽地区
○東陽・木場地区内で開催された盆踊り大会における防犯パトロール
（江東区東陽地区対）

○目黒商工まつり（リバーサイドフェスティバル）
日程：7/24・25　　場所：目黒区民センター

有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査

下校時パトロール・夜間パトロール
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（稲城市） ○市内一斉夜間パトロール

【延べ１件】 開催日：７月２３日（金）　２１時～２２時

場　所：稲城市内全域

（あきる野市） ○各地区委員会（12地区）による各地区内の健全育成パトロール

【延べ１件】 　実施時期：7～9月

（神津島村） ○夏季防犯パトロール

【延べ２件】 神津島村、神津島村防犯協会、新島警察署神津島駐在所

○校外指導部海岸パトロール

神津小学校ＰＴＡ

（青ヶ島村） ○広報誌（紙）による広報

【延べ１件】

区　　分 内　　　　容
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4 研修会等
（千代田区） ○青少年委員会管外研修

【延べ２件】 ○青少年対策地区委員会定例会

（台東区） ○小中学校生活指導担当者会議（台東区）

【延べ３件】 ○「親子の対話・共同作業」小学校親子紙工作教室、ラジオ体操にて。

　（台東区保護司会、社明中央・東京・台東区推進委員会）

○小学校万引き防止会議（区内警察署）

（墨田区）
【延べ１件】 ○ 研修視察の実施

視察先：栃木刑務所　　実施日：7月28日

（ 中野区） ○中野区青少年環境浄化推進協議会委員総会

【延べ１件】

区　　分 内　　　　容



（東京都 ９/９）

5 その他
（千代田区） ○事業を通しての普及啓発活動

【延べ２件】 （サマーコンサート、剣道大会、夏休み体験ボランティア in 千代田、

○啓発作品募集

（ポスター、標語、作文）

（台東区） ○学校、ＰＴＡとの合同パトロール（区内警察署）

【延べ２件】 ○学校、クラブ等との道路清掃活動（区内警察署）

（江東区）
【延べ１件】

（品川区） ①区民まつり(１３箇所)

【延べ５件】 ②ラジオ体操(７箇所)

③子どもカーニバル(大井第一地区委員会)

④日帰りキャンプ(大井第三地区委員会)

⑤防犯パトロール(荏原第三地区委員会)

（昭島市） ○７月を「あいさつ運動推進強調月間」として啓発に取り組んだ

【延べ　１件】 　（懸垂幕及びのぼり旗の掲出、啓発チラシの配布）

区　　分 内　　　　容

　地域イベント）

○「子育て支援活動全2地区」　(江東区更生保護女性会)
日程：7月8日　　場所：砂町・扇橋
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