(東京都)

平成 22 年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
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1 大会等
(中央区) ○ハイテク犯罪対策シンポジウム
4(1)エ(ウ)
開催日：１１月１６日（火）
場 所：中央区立佃中学校
出席者：学校、警察関係者、民生委員等
内容：ハイテク犯罪防止をテーマとした公
開授業、関係者によるシンポジウム
(新宿区) ○第 20 回私たちとお巡りさんとのマラソン 4(1)ア②
大会
開催日：11 月 28 日（日）
参加者：小学生、中学生 計 386 人
(文京区) ○文京区「家庭の日」啓発事業、文京区青少 4(1)エ(ウ)③
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 22 年 11 月 14 日（日）
場所：スポーツセンター・教育の森公園
参加者：約 4,000 人
(台東区) ○薬用乱用防止に関する講演会
4(1)エ(ウ)③
講師：寺田義和氏
テーマ：身近に迫る青少年への薬物の拡大
とその怖さについて
○健全育成のための講演会
4(1)ア②
講師：Ｇ．Ｍ．ナイル氏
(墨田区) ○墨田区青少年健全育成区民大会
4(1)ア③、4(2)イ
開催日：11 月 20 日 場所：墨田区
出席者：区長、育成委員会連絡協議会会
長、警察署長､教育長､
青少年育成関係者等 530 人
内容：大会宣言決議、青少年非行現況報
告、青少年健全育成作文入賞者表彰式、
同作文朗読発表
(江東区) ○自殺防止講演会
内容：
“つながり合い、支えあい”
開催日：11 月１日
場所：亀戸文化センターカメリアホール
出席者：358 人
○覚せい剤等薬物乱用防止啓発講演会
開催日：11 月 12 日
○ 薬物乱用防止講演会
内 容：
「薬物依存症からの回復」
「地域と共に歩む学校づくり」
開催日：11 月 20 日

4(1)エ(エ)

4(1)エ(ウ)③
4(1)エ(ウ)③

(目黒区) ○ 子ども会交流会・メコメコビストロ
4(1)ア②
開催日：11 月 3 日 参加人数：308 人
実施場所：上目黒小学校
内容：区内の子ども会ごとに料理を作り試
食、リーダーが中心となりゲーム遊びをし
て交流を深めた。
4(1)ア②
○北部地区 4 住区青少年文化祭
開催日：11 月 21 日
実施場所：めぐろ区民センターホール
参加人数：882 人
内容：文化活動(音楽、パフォーマンス、
ダンス、太鼓など)の発表の場
(世田谷区) ○世田谷区青少年・青少年関係者表彰式
会 場：杉並公会堂
受章者： [個人]28 名、[団体]34 団体
開催日：平成 22 年 11 月 28 日（日）
(杉並区) ○青少年表彰
内容：善い行いをした青少年を表彰
日時：11 月 21 日（日）
会場：杉並公会堂
受章者：個人 28 名、団体 34 団体

4(2)イ

4(2)イ

(板橋区) ○大谷口地区フェスティバル(青少年健全育 4(1)ア②
成大谷口地区委員会)
日時：11 月 3 日（水）
会場：向原中学校校庭
○板橋音楽祭ジュニア 2010
4(1)ア②
日時：11 月 6 日（土）
会場：区立文化会館大ホール
○小学生サッカー大会
4(1)エ(エ)③
日時：11 月 6 日（土）
会場：北前野小学校
(江戸川区) ○幼児・児童・生徒健全育成大会
日時：11 月 20 日
場所：江戸川区総合文化センター
内容：式典・アトラクション・講演
出席者：区長、警察署長、医師会長等
○子育てフェスティバル
日時：11 月 6 日
参加者：親子等 1,910 人
(立川市) ○立川市中学生の主張大会
開催日：11 月 6 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、関係者等 約 450 人

4(2)イ

4(1)ア②

4(1)ア②

4(1)ア②
(青梅市) ○青梅市小・中学生の主張大会
開催日：11 月 6 日
出席者：市長､教育長､青少年育成関係者等
295 人

○ふるさと祭り 2010
開催日：11 月 21 日
場所：大門市民センター
出席者：役員､参加者､合計 402 人
内容：体力測定、ベーゴマ、けん玉
○親子ふれあい綱引き大会
開催日:11 月 21 日
場所 梅郷市民センター体育館
参加 14 チーム 参加人数 240 人

4(1)ア②

4(1)エ(エ)③

(府中市) ○青少年健全育成のつどい
4(2)イ
「標語コンクール表彰式」
日程：平成 22 年 11 月 27 日（土）
場所：府中市生涯学習センター
参加者：府中市長 府中市小中学校校長会
府中市ＰＴＡ連合会 等
(調布市) ○健全育成推進地区委員会発足 50 周年記念 4(2)イ
式典
開催日：11 月 23 日（祝）
場所：文化会館たづくり
出席者：公立小中学校長，各ＰＴＡ委員，
健全育成推進地区委員，感謝状被贈呈者等
内容：健全育成推進地区委員発足 50 周年
を記念し感謝状を贈呈。
(東村山市) ○東村山版中学生クイズ大会
開催日：10 月 2 日（土）
場所：東村山市民スポーツセンター
出席者：市長､市議会議長、教育長他
出場者数：市内中学生約 200 人

4(1)ア②

(羽村市) ○青少年健全育成の日
4(1)ア②
出席者：市長、副市長、教育長、関係者等
約 3,800 人
内容：青少年健全育成功労者・模範青少年
団体・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
(あきる野市) ○青少年善行表彰式
開催日：11 月 3 日（水）

4(2)イ

(東京都教育庁) ○「東京都教育の日」記念行事
4(1)エ(エ)③
(東京都教育委員会)
開催日：11 月 6 日(土)
出席者：教育長、次長、学校関係者、児童・
生徒並びにその保護者及び学校
活動支援団体関係者等 300 人
内容：教育委員会表彰(健康づくり功労)、
「東京都教育の日」標語・ポスター
表彰式及び学校活動支援団体等感
謝状贈呈式

(警視庁) ○ 第 48 回親と子の警察展の開催
内容：展示、非行防止教室、講演

4(1)ア②

(心の東京革命推進協議会(青少 ○親子の絆コンサート
4(1)イ③
年育成協会))
開催日：11 月 20 日(土)
場所：小平市
参加者：313 名
内容：妊娠期の母親、父親及び子育てに
関心のある方を対象に、乳幼児教育
の重要性を伝えるとともに、音楽に
よる癒しの時間を提供する。
○あいさつ・ふれあいチャレンジ
プロジェクト
4(1)ア②
開催日：11 月 2 日(火) 他 3 回
エ(エ)③
場所：目黒区、八王子市、三鷹市、
昭島市
参加者：のべ 1，580 名
内容：さまざまなアスリートが学校や地
域のイベントを訪れ、子供たちとあい
さつの大切さを訴えるとともに、規範
意識や他人への思いやりの心を伝え
るイベント
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2 広報啓発等
(千代田区) ○「子ども・若者育成支援強調月間」ポスタ 4(1)ア②
ー(内閣府)の掲示 区内各施設
(中央区) ○児童虐待防止推進月間ポスターの掲示、配 4(1)ウ①
布
○広報紙による広報
4(1)ウ①
(新宿区) ○広報誌による広報(11 月 5 日号)
○懸垂幕の掲出(11 月 1 日〜30 日)
○啓発物品の配布
(新宿区作成のクリヤーホルダー5,000 枚)

4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②

(台東区) ○区内中学生による薬物乱用防止のポスタ
ー・標語の優秀作品の展示、パネルの展示
場所：台東区役所
○同上優秀作品の広報誌への掲載
○懸垂幕・横断幕の掲出
○万引き防止キャンペーン
(上野警察署)場所：上野公園
(浅草警察署)場所：雷門地区
○薬物乱用防止キャンペーン(浅草警察署)
場所：仲見世
○セーフティ教室
○非行防止講話

4(1)エ(ｳ)③

(墨田区) ○広報誌による広報(11 月 1 日号)
○懸垂幕の掲出

4(1)ア②
4(1)ア②

4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)エ

4(1)エ(ｳ)③
4(1)エ(ウ)①
4(1)エ(ウ)①

(目黒区) ○区報による広報(目黒区)
4(1)ア②
○携帯電話等使用に関する区民向け啓発リ 4(1)エ(ウ)①
ーフレット配布
○薬物乱用防止街頭キャンペーン
4(1)エ(ウ)③
実施場所：区民センター
(大田区) ○パネル展示
○横断幕、懸垂幕の掲出
○ポスター掲出
○養育家庭体験発表会

4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ウ①

(中野区) ○子どもの権利に関するポスター展
○食育ポスターコンクール

4(1)ア②
4(1)イ①

(杉並区) ○広報誌「ふれあい」発行
各学校、町会、商店会等に配布

4(1)ア②

(豊島区) ○広報紙(広報としま)による広報
児童虐待防止と子ども月間に関する特集

(北区) ○広報紙による啓発
○啓発ステッカーの作成、配付
“青少年に有害なビラ・チラシお断り”
○啓発物品の作成、配付

4(1)ウ①〜④、(2)ア

4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②

(荒川区) ○「おっせかいおじさん・おばさん運動」 4(1)イ

○ＰＲポスターの区営掲示板への掲示

4(1)ア②

(練馬区) ○練馬区報への掲載
4(1)ア②
子ども・若者育成支援強調月間と非行防止
に協力する店の加入要請
(江戸川区) ○児童虐待防止合同研修会
講演「児童相談所の現場から」
○駅前キャンペーン
○タワーホテルオレンジ色ライトアップ

4(1)ウ
4(1)ウ
4(1)ウ

(八王子市) ○広報「はちおうじ」児童虐待防止推進月間 4(1)ウ①
記事掲載
4(1)ウ①
○青少年健全育成キャンペーン
4(1)エ(エ)
○ふれあい(いじめ防止強化)月間の実施
(立川市) ○広報紙「立川の青少年」(146 号)
○各地区青少健だより

4(1)ア②
4(1)ア②

(三鷹市) ○啓発ポスターの掲出
4(1)ア②
○「児童虐待防止月間」啓発のための街頭キ 4(1)ウ①
ャンペーンの実施
(青梅市) ○青少年健全育成啓発用横断幕の掲示
○薬物乱用防止キャンペーン
○広報おうめ掲載

4(1)ア②
4(1)エ(ウ)③
4(1)ア②および 4(1)ウ①

(府中市) ○懸垂幕の掲出(庁舎西側玄関に掲出)
○広報紙による広報
○街頭広報活動の実施
内 容：リーフレット・チラシ等の配布
及び呼びかけ。

4(1)ア①
4(1)ア①
4(1)ア①

(昭島市) ○広報紙による広報
4(1)ア②
あいさつ運動推進強調月間
4(1)ア②
○のぼり旗、懸垂幕の掲出
○ちらし配布(小中学校・地区委員会・補導 4(1)ア②
連絡会など)
(調布市) ○人権啓発ニュース及び市報掲載

4(1)ア②

(小平市) ○薬物乱用防止キャンペーン
(東村山市) ○横断幕の掲出
○たて看板の設置
(狛江市) ○広報誌(紙)による広報
○啓発ポスターの掲示
(東大和市) ○市役所駐車場フェンスに横断幕の掲出
○市報 11 月 1 日号に「子ども・若者育成
支援強調月間」の呼びかけ
○子ども・若者育成支援キャンペーン

4(1)エ(ウ)③
4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア③

(清瀬市) ○ 「子ども・若者育成支援強調月間」ポス 4(1)ア②
ターの掲示
(東久留米市) ○広報「ひがしくるめ」11 月 1 日に子ども・ 4(1)ア②、イ③
若者育成支援強調月間について記載
(武蔵村山市) ○懸垂幕の掲出
4(1)ア②
○消防用ホースタワーに「ふれあいと 対 4(1)ア②
話が育てる この未来」を掲出
(多摩市) ○広報誌による広報

4(1)ア②

(稲城市) ○広報誌による広報

4(1)ア②

(羽村市) ○広報誌、市ホームページによる広報
4(1)ア②
○青少年健全育成ポスターコンクール最優 4(1)ア②、イ③
秀作品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
○あいさつ標語懸垂幕の掲出

4(2)ア
4(1)ア②

4(1)ア②、エ(イ)③及び
(瑞穂町) ○広報紙「広報みずほ」による広報
(2)イ
○町のＨＰへの掲載
〃
○産業祭「子どもの集い」会場内にて啓発ポ
〃
スターの掲示
4(1)ア②、イ③、ウ①
(奥多摩町) ○広報誌による広報
○防災行政無線の定時放送(週 2 回 朝夕、 4(1)ア②
夕のみ)による「子ども・若者育成支援強調
月間」の周知
(大島町) ○ポスター配布

4(1)ア②

(利島村) ○ポスター掲示
○啓発パンフレット等の配布

4(1)ア②
4(1)ア②

(警視庁) ○非行防止・薬物乱用防止教室(都内校)
○セーフティ教室支援
○薬物乱用防止キャンペーンの開催

4(1)エ(イ)①、(エ)①
4(1)エ(イ)①
4(1)エ(ウ)③

(心の東京革命推進協議会(青少 ○あいさつキャラバン
4(1)ア②
年育成協会))
開催日：11 月 27 日(土)他 1 件
場所：新宿区、府中市
内容：
「あいさつ」をテーマに、参加型
のゲームを通じて、楽しみながらあいさ
つについて考えてもらうイベント。
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3 研修会
(千代田区) ○【小学校】
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)
セーフティ教室
○ブロック研修会
場所：麹町中学校
「思春期の子どもとの接し方」 講演・デ
ィスカッション
○青少年対策地区委員会合同施設見学会
視察場所 国立武蔵野学院
○青少年委員と小・中学校、中等教育学校Ｐ
ＴＡ会長との懇談会 11
○【保育園】子どもへの暴力防止講習会

4(1)エ(イ)①

4(1)エ(エ)②

4(1)ア②

4(1)エ(イ)①
4(1)イ③
4(1)イ③

(中央区) ○生活指導主任研修会・人権教育推進委員会 4(1)エ(エ)③
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
内 容：講演等(虐待の早期発見と学校に
おける組織的対応について)
(新宿区) ○補導連絡会施設見学会
見学施設：茨城県立茨城学園
(児童自立支援施設)
見学施設：東京都立誠明学園
(児童自立支援施設)

4(1)エ(イ)①

(台東区) ○要保護児童支援ネットワーク代表者会議
○生活指導主任会(台東区)
○薬物乱用防止会議
対象：区内高校教諭
○万引き防止規範意識向上対策会議
○台東区保護司会研修会(台東区保護司会)
対象：各地域・個人での研修活動、ミニ集
会
内容：子育てに必要な家庭環境について、
虐待される子を出さないために、発
達障害とは、再非行をされない環
境、少年犯罪の傾向、更正のために
必要なこと

4(1)ア③
4(1)ア③
4(1)エ(エ)③
4(1)エ(イ)①
4(1)ウ①、エ(エ)①

(墨田区) ○地域教育懇談会
4(1)ア②
各地区青少年育成委員会と教育委員会と
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。
(江東区) ○子ども会育成指導者地域別研究協議会
内 容：教育問題について
○ 【地区対協賛】薬物乱用防止パネル展
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
○第 5 ブロック連絡協議会
内 容：各地区情報交換
○パネルディスカッション
内容：
「ケータイが変える子どもたちの世界」

4(1)ア③

(中野区) ○生活指導担当者会議
○生活指導主任会
○進路指導主任会

4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②

4(1)エ(ウ)③

4(1)ア②
4(1)エ(ウ)①

(杉並区) ○全体会(阿佐谷青少年育成委員会)
4(1)ア②
場所：阿佐谷区民集会所
4(1)エ(イ)①
○防犯講習会
インターネット犯罪、防犯、簡単護身術等
4(1)ア②
○委員研修会(高井戸青少年育成委員会)
(豊島区) ○第二地区育成委員研修
(北区) ○青少年地区委員会委員研修会
講師： 寺田 正美氏

4(1)ア②
4(1)ア②

(江戸川区) ○朝食啓発ポスター配布
○食育指導(園児向け・保育者向け)
内容：
「しっかり食べよう朝ごはん」遊び
を通して指導
「朝食の大切さ」座談会形式で指導

4(1)イ①
4(1)イ①

(八王子市) ○教育委員会主催のシンポジウムの開催
「地域の教育力」を活かして
○薬物乱用防止教室の実施
○八王子市食育推進協議会

4(1)イ③
4(1)エ(ウ)③
4(1)イ①

(府中市) ○府中市青少年健全育成協力店指定制度連 4(1)エ(ア)①
絡会・講演会
(調布市) ○講演会
4(1)エ(ｳ)①
テーマ：インターネット・ケータイの安心
な使い方
○調布市教育シンポジウム
4(1)ウ①
○地域教育懇談会
4(1)ウ①
(小金井市) ○青少年健全育成地区委員会管外研修会

4(1)エ(ア)①②

(小平市) ○若年者就職応援セミナー

4(1)ア④

(清瀬市) ○青少年問題協議会 5 地区合同講演会

4(1)ア②

(東久留米市) ○青少年健全育成地区委員連絡会
○「江戸しぐさ」講演研修
○「特別支援教育」講演研修
○消防博物館見学研修

4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②

(多摩市) ○委員研修会
テーマ「覚せい剤(薬物)の実態」

4(1)エ(ウ)③

(稲城市) ○稲城市青少年育成地区委員会合同研修会
内容：顕彰式典と講演会

4(2)イ、4(1)ア②

(東京都教育庁) ○高等学校における発達障害への支援にか 4(2)ア③
かわる研究協議会(東京都)
開催日 11 月 22 日(月)
場 所 東京都教職員研修センター
内 容 実践報告、講演、分科会協議
(心の東京革命推進協議会(青少 ○ファミリ e ルール講座
4(1)イ②、エ(ウ)①
年育成協会))
開催日：11 月 8 日(月) 他 3 件
場所：世田谷区、板橋区、葛飾区、
青梅市
出席者：のべ 148 名
内容：小・中学生の保護者等を対象とし
た、インターネット・ケータイ・ゲ
ームに関する家庭のルール作りを
学ぶ講座(グループワーク形式)。
○出前講演会
4(1)イ③
開催日：11 月 2 日(火) 他 20 件
場所：千代田区、中央区、大田区、世田
谷区、中野区、板橋区、足立区、八
王子市、青梅市、調布市、町田市、
国分寺市
出席者：のべ 2，7９1 名
内容：小中学生を対象とした、情報モラ
ル・情報リテラシーを学ぶ講演会。
○心の東京塾
4(1)イ③
開催日：11 月 2 日(火) 他 7 件
場所：新宿区、北区、荒川区、板橋区、
福生市、多摩市
参加者：のべ 113 名
内容：家庭の教育力を高め、お母さん、
お父さんが自信をもって子どもに
接することができるよう、アドバイ
ザー(都民ボランティア)をリーダ
ー役として、子育てについて話し合
う(グループワーク形式)。

平成 22 年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果報告
区市町村名

東京都

区 分

青少年行政
主管課(室)名

内

青少年・治安対策本部
総合対策部 青少年課

容

備 考

4 食育推進事業
(新宿区) ○社会環境浄化活動
○少年犯罪の概況と夜の歌舞伎町パトロール
○歌舞伎町パトロール(大久保)
○酉の市巡廻パトロール(四谷)

4(1)エ(イ)①
4(1)エ(イ)①
4(1)エ(イ)①
4(1)エ(イ)①

(台東区) ○補導員街頭補導活動(区内警察署)
回数：4 回 場所：アメ横商店街など
参加者：指導委員・協助員
○清掃活動(区内警察署)
回数：11 回
参加者：区内小学校・中学校・高校、地域団体
○落書き消し活動(上野警察署)
参加者：上野中学校

4(1)エ(イ)①

(墨田区) ○夏休みの夜間パトロール実施
○ビデオ、有害図書類自動販売機の点検･指導

4(1)エ(イ)①
4(1)エ(ウ)②

(杉並区) ○地域パトロール
○子ども安全対策事業 「やってみよう！護身術」
○有害図書・ビデオ等の実態調査

4(1)エ(イ)①
4(1)エ(エ)③
4(1)エ(ウ)②

(豊島区) ○不健全図書類自動販売機調査
○防犯パトロール
○地域清掃

4(1)エ(ア)①
4(1)エ(イ)①
4(1)エ(イ)①

4(1)エ(イ)①

4(1)エ(イ)①

(北区) ○青少年健全育成のための地域環境づくり推進活動
○自動販売機不健全図書の調査

4(1)エ(イ)①
4(1)エ(ア)①

(練馬区) ○雑誌自動販売機等実態調査
有害な自動販売機等の実態調査及び撤去要請運動

4(1)エ(イ)①

(江戸川区) ○いじめ防止プログラム実施週間
内容：いじめ実態調査・いじめ防止・対応指導
○小・中学校への登校支援員の派遣
○小学校へのカウンセラー派遣
○生活リズム向上公開授業・公開講座

4(1)エ(エ)①

(八王子市) ○スクールガードリーダーによる学校巡回指導
○不審者情報の情報提供

4(1)エ(イ)①
4(1)エ(イ)①

(立川市) ○あいさつ運動
○環境改善活動
○地域パトロール

4(1)エ(エ)②
4(1)エ(エ)②
4(1)イ③

4(1)イ③
4(1)エ(イ)①
4(1)エ(イ)①

(府中市) ○府中市内にあるコンビニ・刃物類販売店に対する青少年健全 4(1)エ(イ)①
育成への協力、要請依頼活動
○ビデオ、有害図書類自動販売機の点検・指導
4(1)エ(イ)①
(小金井市) ○青少年育成環境改善活動
(清瀬市) ○市内一斉清掃の実施
○ビデオ、有害図書類自動販売機の点検･指導

4(1)エ(ウ)②
4(1)エ(イ)①
4(1)エ(イ)①

(東久留米市) ○地域パトロール

4(1)エ(イ)①

(武蔵村山市) ○環境浄化活動
○青少年保護育成巡回活動

4(1)エ(イ)①
4(1)エ(ウ)②

(稲城市) ○美化活動

4(1)ア②

(羽村市) ○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 4(1)エ(イ)①
ル
(あきる野市) ○地域パトロール

4(1)エ(イ)①

平成 22 年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
都道府県名
区

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

東京都
分

内

容

5 子ども・若者の社会
参加活動
(千代田区) ○【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
麹町小(11 月 12 日実施)・児童の祖父母、
地域の方々をお招きし、学校給食に対する理
解を得るとともに、児童が望ましい食習慣や
食事のあり方を学ぶ。
富士見小(11 月 19 日実施)・高齢者や地域
との交流や正しい食習慣の育成をする。
一斉清掃活動、花の秋植え、ふれあい教
室
○【中学校・中等教育学校】一斉清掃活動
○区内一斉清掃活動 11 月 8 日実施 区内
各所
○青少年モニター
区内在住・在学の高校生を対象に、
「高校
生の放課後の過ごし方」について、高校生自
らグループ活動を通じて現状や課題を研究
してもらい、自ら考えて提案などにまとめて
いく取組みをした。

備

考

4(1)ア②

4(1)ア②、4(1)イ①

4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②

(中央区) ○子育て交流サロン「あかちゃん天国」
4(1)イ④
内 容：3 歳未満の親子のふれあいと交流
の場の提供、子育てに関する情報
提供と育児相談、栄養士による食
事相談
(新宿区) ○若者の自立支援連絡会
4(1)ア①
場 所：新宿区役所第二分庁舎分館 1 階
出席者：若者の自立支援・ひきこもり支援
に取組む NPO 等 4 団体
内 容：若者支援事業に関する情報交換
NPO 法人紹介冊子作成へ向けた意
見交換
○農業体験収穫祭
4(1)イ①
(品川区) ○子育て支援講座
4(1)ウ①
内容：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

(杉並区) ○おそうじがすんだらみんなで焼きいも
4(1)ア②
場所：蚕糸の森公園、杉並区立中学校校庭
参加者：260 名
○松ノ木中地域清掃
4(1)ア②
(豊島区)

(北区)

(板橋区)

(八王子市)

○楽しく覚えられる防災訓練
○いもほりハイキング
○こども祭り
○スタントマンを活用した自転車安全教室

4(1)エ(イ)①
4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)エ(イ)③

○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)
○デイキャンプ

4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②

○奉仕清掃活動
○大縄跳び大会
○みなみまつり

4(1)エ(イ)③
4(1)ア②
4(1)ア②

○交通安全教室の開催
4(1)エ(イ)③
○市内小中学生と海外友好交流都市の小学 4(１)ア⑤
生による「読書感想画展示会」

(府中市)

○地域清掃
4(1)ア②
場 所：府中第九中学校・明星学苑周辺
参加者：青少年対策地区委員 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。

(昭島市)

○青少年フェスティバルの企画・運営
4(1)ア②イ②③
地域の交流と連帯の広場を創造する機会
の場を提供

(調布市)

○ふれあい月間
内容：あいさつ運動，いじめ実態調査等

4(1)ア②

(清瀬市)

○「私の体験・主張発表会」
子ども達によるポスターや作文の発表

4(1)ア②

○にこにこフェスタ 2010 in3 小
○ニュースポーツデイ
○地域清掃とトン汁交流会

4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②

○あいさつ運動と清掃デー
地域の人々とあいさつをしながら清掃
○ウォークラリー
○スポーツ大会

4(1)ア②

○地域交流ウォークラリー

4(1)エ(エ)③

○高齢者と子どもの集い
世代を超えた交流の中で健全育成を図る

4(1)ア②

○東京都島しょ交流大会へ参加

4(1)ア②、エ(エ)③

(東久留米市)

(多摩市)

(あきる野市)
(瑞穂町)

(青ヶ島村)

4(1)ア②
4(1)ア②

(東京都教育庁)

(警視庁)

○「ボランティアの日」の設置(東京都)
4(1)ア②
期 間 11 月 1 日(火)〜11 月 8 日(月)
内 容 上記期間に、全ての都立高校等が
「ボランティアの日」を設定し、
地域との連携を図りながら、ボラ
ンティア活動に取り組む。
参加校 全都立高校等
(全日制 178 課程 定時制 55 課程
中等教育学校 2 校)
○環境美化活動
○生産体験活動
○ボランティア活動
○スポーツレク活動

4(1)エ(イ)①
4(1)エ(エ)③
4(1)エ(エ)③
4(1)エ(エ)③

平成 22 年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
都道府県名
区

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

東京都
分

内

容

備

考

6 その他
(江東区) ○新潟少年院施設見学
内 容：新潟少年院・柏崎刈羽原子力発
電所見学、良寛の里美術館見学
○歩け歩け大会
内 容：往復約 20 キロを歩く。
○東京更生保護女性連盟観劇会参加
内 容：
“取立てやお春”
○親と子のスポーツ教室
○子ども大運動会
○東京ナイトウォーク
内 容：
「冒険心」
「友情」
「忍耐」
「思いや
り」
「達成感」等を経験する機会とする。
○東京湾岸署内及び東京湾視
内 容：東京湾岸署内見学後巡視船にて東
京湾視察 終了後会食

4(1)ア②

(品川区) ○ジュニア・リーダー教室
内容：楽しいパーティを企画しよう
○日曜サークル青年コース
対象：18〜30 歳までの軽度の知的障害のあ
る青年
○少年少女武道教室
空手道・剣道・柔道など
○親子体操(スポーツ教室)
内容：親子のレクリエーションと体操教室
○障害者水泳教室
小中高校生障害のある方の水泳教室
○ 親子みかん狩り体験

4(1)ア②

4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②

4(1)ア②

4(1)ア②

4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②
4(1)ア②

(杉並区) ○少年剣道大会
参加者：剣道 4 団体 227 名)
○ＳＴＮ少年サッカー大会
○青少年スポーツ大会

4(1)エ(エ)③
4(1)エ(エ)③
4(1)エ(エ)③

