（神奈川県）

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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（神奈川県、市町村）
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・第 43 回神奈川県青少年指導員大会「やさ 4（2）イ
しい心 おもいやる心 -つなげよう地域
の力！」
（神奈川県）
開催日：11 月 14 日（日）
場所：川崎市高津市民館 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、川崎市
参加者：550 人
内容：オープニング、表彰、講演、活動事
例発表
・交通安全高校生大会（神奈川県教育委員会） 4（1）エ（イ）
開催日：11 月 10 日（水）〜11 月 26 日（金）
※11 月開催は全 7 日間
場所：茅ヶ崎市民文化会館ほか
主催：神奈川県立高等学校長会
参加者：生徒・保護者・教員等
内容：各地区の高校生が自らの手で企画・
運営を行い、交通安全について考
え、語り合うことによって交通安全
意識の高揚を図る。
※県内 10 箇所、残り 3 箇所は 10 月及び 12
月開催
・ファミリー・コミュニケーション・ウォー 4（1）エ（エ）
クの開催（神奈川県教育委員会）
開催日：11 月 7 日（日）
内容：ファミリー・コミュニケーションの
日（毎月第 1 日曜日）に、川崎市多
摩区内において、家族と一緒に会話
を楽しみながら歩く、ウォーク大会
を開催。
・第 32 回神奈川県少年補導員大会
4（1）ア
（神奈川県警察）
開催日：11 月 30 日（火）
場所：神奈川県立青少年センター
主催：神奈川県警察、神奈川県少年補導員
連絡協議会
参加者：約 1,000 人
内容：表彰、活動宣言、音楽隊演奏、講演

・西区子ども大会（横浜市）
4（1）ア
開催日：11 月 20 日（土）
場所：西公会堂
参加者：312 人
内容：区内小学生が一堂に会し地域の高校
生・中学生のブラスバンド演奏と大
学生によるジャグリング演技と体
験
・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 14 日（日）
場所：磯子公会堂
内容：区内で活動する青少年団体の活動の
発表とする。
・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（水）
場所：川崎市中原区（総合福祉センター）
参加者：区民など約 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。
・青少年健全育成啓発作品・
「家庭の日」写 4（1）ア及び（2）イ
真コンテスト入選者表彰式（相模原市）
開催日：10 月 31 日（日）
場所：ウェルネスさがみはら
内容：
「家庭の日」写真コンテスト及び青
少年健全育成啓発作品の入選者表
彰式
・第 10 回ずし青少年フォーラム（逗子市）
開催日：11 月 13 日（土）
場所：逗子市役所
主催：逗子市青少年指導員連絡協議会
参加者：102 人
テーマ：
「食育について」

4（1）イ

・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 13 日（土）
場所：三浦市青少年会館
参加者：71 人
内容：講演「わが国のしつけを考える・お
たくのしつけも考える」
講師 大坪宏至 氏
（東洋大学経営学部会計ファ
イナンス学科 教授）

・第 35 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 28 日（日）
場所：厚木市総合福祉センター
主催：厚木市、厚木市教育委員会、厚木市
青少年問題協議会
参加者：青少年育成関係者等 270 人
内容：（1）式典
（2）感謝状贈呈 被表彰者 50 人
（3）地区活動発表
「ともに楽しみ ともに学び
ともに育つ」
森の里地区青少年健全育成会
連絡協議会
（4）講演「おとなと子どもの心を
結地域力」
講師 石川結貴 氏
・第 38 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 27 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 20 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 305 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 23 日（火）
場所：座間中学校
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、昔遊コーナー、
模擬店

・綾瀬市生涯学習推進大会（綾瀬市）
4（2）イ
開催日：11 月 27 日（土）
場所：綾瀬市文化会館 大ホール
参加者：515 人
内容：青少年活動に関する表彰
・青少年善行褒賞表彰 1 名
・青少年育成活動推進者表彰
31 名 2 団体
・あやせっ子創意くふう展表彰
5名
・親子のきずな作文コンクール表彰
6名
・健康こどもフェスティバル−こども ゆめ 4（1）イ
ひろば 2010−（綾瀬市）
開催日：11 月 20 日（土）
場所：綾瀬市文化会館 大ホール
参加者：約 200 人
内容：ウルトラマンとらんま先生によるエ
コサイエンスショー
・第 35 回平塚市青少年健全育成のつどい
4（1）ア及び（2）イ
（平塚市）
開催日：11 月 21 日（日）
場所：平塚市
主催：平塚市、平塚市青少年問題協議会
参加者：延べ 544 人（実人数 535 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
・市内小中学生活動紹介 5 名 3 団体
ほか
・青少年育成市民のつどい（藤沢市）
4（2）イ
開催日：11 月 7 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）
279 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
第二部 講演会
テーマ「子育てを楽しもう」
〜未来ある子ども達のため
に〜
講師 絵本作家
森野さかな 氏

・第 27 回地域の子どもの幸せを考える秦野 4（1）ア、イ
市民会議（秦野市）
開催日：11 月 23 日（火）
場所：秦野市文化会館
参加者：約 200 人
内容：事例発表
西地区青少年育成動推進部会
「子供大名行列」について
講演会
「子どもとどう向き合うか〜コミュ
ニケーションの視点から考える〜」
講師 東京工芸大学准教授
大島 武 氏
・健全育成のための講演会（南足柄市）
4（1）ア
開催日：11 月 11 日（木）
場所：女性センター
主催：南足柄地区健全育成会
参加者：35 人
内容：講演「成長期のスポーツ傷害」
講師 荻野哲夫 氏（荻野整形外科
医）
・青少年指導員・中学生体験交流会（箱根町） 4（1）ア
開催日：11 月 21 日（日）
場所：フォレストアドベンチャー小田原
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、町内中学生等 13
人
内容：フィールドアスレチック施設での冒
険プログラム体験・交流

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（ウ）
用防止」合同キャンペーン（神奈川県）
【川崎会場】
開催日：11 月 4 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、神奈川県青少年総合対策
本部、川崎市、薬物クリーンかな
がわ推進会議
参加者：51 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 23 日（火）
場所：日産スタジアムトリコロールラン
ド（試合前イベント会場）
主催：かながわ青少年社会環境健全化推
進会議、神奈川県青少年総合対策
本部、横浜市、薬物クリーンかな
がわ推進会議
参加者：21 人
内容：啓発物配布によるキャンペーン活
動
・ポスター、リーフレット等の配布
（神奈川県）

4（1）ア、ウ、エ（ウ）
（エ）

・県青少年指導者養成協議会担当者会議
（神奈川県（青少年センター）
）
開催日：11 月 18 日（木）
場所：県立青少年センター
参加者：26 人

4（1）ア

・県青少年指導者養成協議会第 3 回専門部会 4（1）ア
（神奈川県（青少年センター）
）
開催日：11 月 30 日（火）
場所：県立青少年センター
参加者：7 人
・広報紙「県のたより」による広報
（神奈川県）

4（1）ウ

・テレビ「カナフルＴＶ」による広報
4（1）ウ
（神奈川県、伊勢原市、葉山町、茅ヶ崎市）
・のぼり旗の県庁舎内の設置（神奈川県）

4（1）ウ

・啓発ポスター及びチラシの配布等
（神奈川県、県所管の 29 市町村）

4（1）ウ

・子どものための性的虐待防止・早期発見の 4（1）ウ
啓発ステッカーの配布（神奈川県）

・薬物乱用防止教室（神奈川県）
開催日：11 月中
場所：県内各地
参加者：7,125 人（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

4（1）エ（ウ）

・ポスターの掲出
4（1）エ（ウ）
（神奈川県（横須賀三浦地域県政総合セン
ター）
）
場所：地域県政情報コーナー
・ホームページによる広報
4（1）エ（ウ）
（神奈川県（横須賀三浦地域県政総合セン
ター）
）
・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 27 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 122 人
内容：啓発チラシ等の配布 2,000 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 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
場所：県厚木合同庁舎
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 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
場所：県厚木合同庁舎
内容：啓発チラシ、ポケットティッシュ配
布
4（1）ア、イ、エ（ウ）
・子ども・若者育成支援街頭キャンペーン
〈茅ヶ崎市民ふれあい祭りにて、啓発物品
配布〉（神奈川県（湘南地域県政総合セン
ター）
）
開催日：11 月 3 日（水）
場所：茅ヶ崎中央公園
参加者：県職員 3 人
・平塚合同庁舎内での啓発物品（テイッシュ） 4（1）ア、イ、エ（ウ）
の配布（神奈川県（湘南地域県政総合セン
ター）
）
実施期間：11 月 1 日（月）〜11 月 5 日（金）

・啓発ポスターの掲示
4（1）ア、イ、エ（ウ）
（神奈川県（湘南地域県政総合センター）
）
・地域情報紙による広報「あしがらの風」Ｎ 4（1）エ（ウ）
Ｏ. 140〈平成 22 年 11 月発行〉
（神奈川県
（足柄上地域県政総合センター）
）
配布部数：1000 部
内容：
「子ども・若者育成支援強調月間」
キャンペーンの周知
・庁舎へのノボリ旗設置及びポスター掲出
4（1）エ（ウ）
（神奈川県（足柄上地域県政総合センタ
ー）
）
実施期間：11 月 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
場所：県足柄上合同庁舎
・第 2 回足柄上地区青少年社会環境健全化推 4（1）エ（ウ）
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 4 日（木）
場所：小田急線新松田駅周辺及び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、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：42 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
・社会環境健全化推進街頭キャンペーン
4（1）エ（ウ）
（神奈川県（西湘地域県政総合センター）
）
開催日：11 月 26 日（金）
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
主催：神奈川県（西湘地域県政総合センタ
ー）
（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）
参加者：62 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。

・社会環境健全化推進街頭キャンペーン
4（1）エ（ウ）
（神奈川県教育委員会）
開催日：11 月 12 日（金）
場所：鎌倉駅前、大船駅前
主催：神奈川県立高等学校長会
参加者：教職員、ＰＴＡ、警察、県教委等
1,620 人（鎌倉駅）
102 人（大船駅）
内容：社会環境健全化及び薬物乱用防止等
を目的に、県内の主要駅前でキャン
ペーン（チラシ入ティッシュ等配
布）を行う。
※県内 49 箇所、残り 47 箇所は 12 月実施
・
「児童・生徒指導強化週間」の実施
4（1）エ（エ）
（神奈川県教育委員会）
実施日：第 2 期 11 月 1 日（月）〜11 月 5
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
然防止に向けた取組みの一層の充
実を図る。
・ファミリー・コミュニケーション運動公開 4（1）イ
講演会（神奈川県教育委員会）
開催日：11 月 13 日（土）
、27 日（土）
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、「子ども
への理解のために」をテーマとした
公開講演会を開催する。八洲学園大
学において、同大学教授による講演
会を開催。
・街頭キャンペーン（神奈川県警察）
開催日：11 月中
開催回数：20 回
場所：県内各地

4（1）ア、ウ

・非行防止教室（神奈川県警察）
開催日：11 月中
開催回数：83 回
場所：県内の小・中・高校等

4（1）ア

・薬物乱用防止教室（神奈川県警察）
開催日：11 月中
開催回数：17 回
場所：県内の小・中・高校等

4（1）ア

・誘拐防止教室（神奈川県警察）
開催日：11 月中
開催回数：16 回
場所：県内の幼稚園、小学校等

4（1）エ（イ）

・神奈川県警察のホームページによる広報
（神奈川県警察）

4（1）ア、ウ

・電光表示盤による広報（神奈川県警察）

4（1）ア、ウ

・広報誌による広報（神奈川県警察）

4（1）ア、ウ

・懸垂幕の掲出（神奈川県警察）
場所：相模原北警察署

4（1）ア、ウ

・キャンペーン活動（横浜市）
4（1）ア
【鶴見区】
開催日：10 月 23 日（土）
場所：入船公園（つるみ臨海フェスティバ
ル会場）
参加者：青少年指導員 20 人
内容：区民の方に青少年の健全育成の協
力を呼びかけ、啓発物品（絆創膏、
ちらし）を約 1,000 セット配付しま
した。
・全市一斉統一行動キャンペーン活動
（横浜市）
【神奈川区】
開催日：11 月 7 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 22 人
内容：啓発資料・物品（花の苗）の配布

4（1）ア

・全市一斉統一行動キャンペーン活動
4（1）エ（ウ）
（横浜市）
【西区】
開催日：11 月 3 日（水）
、13 日（土）
、
20 日（土）
、21 日（日）
、27 日（土）
場所：戸部コミュニティハウス、西前商店
街、稲荷台小学校、野毛山動物園前、
東急ハンズ前、松原商店街
参加者：44 人
・全市一斉統一行動キャンペーン（横浜市） 4（1）エ（ウ）
【中区】
開催日：10 月 11 日（月）
場所：日本大通り、横浜公園周辺
主催：中区青少年指導員協議会
参加者：15 人
内容：啓発チラシ及び啓発グッズの配付

・全市一斉統一行動キャンペーン（横浜市） 4（1）ア
【南区】
開催日：11 月 28 日（日）
場所：区内主要駅 4 駅
・京急 井土ヶ谷駅・弘明寺駅
・地下鉄 蒔田駅・弘明寺駅
横浜市立横浜商業高等学校
参加者：南区青少年指導員 32 人
内容：広く区民に啓発活動を実施
・全市統一キャンペーン（横浜市）
【保土ヶ谷区】
開催日： 11 月 7 日（日）
主催：保土ケ谷区青少年指導員協議会
参加者：65 人
内容：区内 4 か所の駅で啓発物品の配布

4（1）ア

・全市一斉統一行動キャンペーン活動
4（1）ア、エ（ウ）
（横浜市）
【旭区】
開催日：11 月 14 日（日）
場所：相鉄線 3 駅（鶴ヶ峰、二俣川、希望
が丘各駅）
内容：花の種を配布
・全市一斉統一行動キャンペーン活動
4（1）エ（ウ）
（横浜市）
【磯子区】
開催日：11 月 14 日（日）
場所：磯子区役所
内容：青少年指導員による非行防止チラシ
の配布
・全市一斉統一行動キャンペーン（横浜市） 4（1）ア、エ（ウ）
【金沢区】
開催日：11 月 7 日（日）
場所：区内 5 カ所
参加者:青少年指導員 86 人、区役所 2 人
内容：駅前・大型店舗前で、チラシ・啓発
物品（水切りネット）を 2,500 セッ
ト配布
・全市一斉統一行動キャンペーン（横浜市） 4（1）エ（ウ）
【港北区】
開催日：11 月 7 日（日）
場所：トレッサ横浜
参加者：26 人
・全市一斉統一行動キャンペーン活動
（横浜市）
【緑区】
開催日：10 月 17 日（日）
内容：啓発チラシ・グッズの配付

4（2）ア

・全市一斉キャンペーン活動（横浜市）
【青葉区】
開催日：11 月 7 日（日）
場所：青葉台駅
主催：横浜市青少年指導員連絡協議会
参加者：17 人
内容：啓発物品を駅で配布。
（ポケットテ
ィッシュとチラシ）

4（1）ア

・青少年指導員全市一斉統一キャンペーン活 4（1）ア
動（横浜市）
【戸塚区】
開催日：11 月 3 日（水）
場所：区民まつり会場
・
「全市一斉統一行動キャンペーン活動」
（横浜市）
【栄区】
開催日：11 月 6 日（土）
場所：栄区民まつり会場（本郷中学校）
参加者：青少年指導員 15 人
内容：啓発物品と啓発チラシ（2,000 部）
を区民に配付

4（1）ア

・全市一斉キャンペーン（横浜市）
4（1）エ（ウ）
【泉区】
開催日：11 月 1 日（月）〜11 月 23 日（火）
の期間の土・日曜日
場所：区内 12 地区
内容：各地区それぞれのお祭・イベントで
チラシ、クリアファイルを配布し、
青少年の健全育成に対する意識啓
発活動を行った。
・全市一斉統一行動瀬谷区キャンペーン活動 4 （1）ア、エ（ウ）
（横浜市）
【瀬谷区】
開催日：11 月 7 日（日）
場所：相鉄線 瀬谷駅、三ツ境駅、原中学
校、瀬谷第一公園
主催：瀬谷区青少年指導員連絡協議会
参加者：瀬谷区青少年指導員 70 人
内容：啓発グッズ（チラシ、ボールペン）
を配布しながら、青少年育成のため
の環境づくりについて呼びかけを
しました。
・上小 40 周年を祝う会、上小ふれあいフェ 4（1）ア
スティバル 2010（横浜市）
開催日：11 月 20 日（土）
場所：上大岡小学校
主催：港南区青少年指導員協議会
参加者：8 人（港南区青少年指導員の人数）

・永谷地区地域フェスティバル（横浜市）
4（1）ア
開催日：11 月 20 日（土）
場所：相武山小学校
主催：港南区青少年指導員協議会
参加者：3 人（港南区青少年指導員の人数）
・仲良しチャレンジ生活科、総合科、教育の 4（1）ア
縦割り活動の体験（横浜市）
開催日：11 月 20 日（土）
場所：下永谷小学校
主催：港南区青少年指導員協議会
参加者：3 人（港南区青少年指導員の人数）
・第 22 回下永谷の昔を歩く会（横浜市）
4（1）ア
開催日：11 月 23 日（火）
場所：下永谷八木第二公園
主催：港南区青少年指導員協議会
参加者：9 人（港南区青少年指導員の人数）
・第 25 回こうなんユースハイク（横浜市） 4（1）ア
開催日：11 月 27 日（土）
場所：海の公園、港南台駅
主催：港南区青少年指導員協議会
参加者：57 人（港南区青少年指導員の人数）
・永野地区もちつき大会（横浜市）
4（1）ア
開催日：12 月 5 日（日）
場所：上永谷町内会館
主催：港南区青少年指導員協議会
参加者：2 人（港南区青少年指導員の人数）
・啓発パンフレット等の配布（横浜市）

4（1）ア

・スクールゾーンキャンペーン（横浜市）
4（1）ア、エ（イ）
開催日：11 月 20 日（土）
場所：小田小学校
参加者：青少年指導員、学校関係者（ＰＴ
Ａ、教員、児童）等合計 110 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
・広報誌「青指あおば」の発行（横浜市）
4（1）ア
実施主体：青葉区青少年指導員連絡協議会
・つづきウォーク＆フェスタ（横浜市）
4（1）ア
開催日：11 月 23 日（火）
場所：すきっぷ広場
内容：啓発チラシを配布しながら、街頭キ
ャンペーンを実施
・懸垂幕の掲出（横浜市）
場所：本郷台駅前

4（1）ア

・懸垂幕の掲示（川崎市）

4（1）ア、ウ及び（2）ア

・ポスターの掲示（川崎市）

4（1）ア、ウ及び（2）ア

・啓発品・パンフレットの窓口配布（川崎市） 4（1）ア、ウ及び（2）ア
・各地区中学校文化祭での広報啓発活動
4（1）イ、エ（ウ）
（川崎市）
実施日：各地域適宜
場所：各地域の中学校
内容：啓発物の配布、青少年に関するパネ
ル展の実施
・親子ふれあいの広場（相模原市）
4（1）ア、エ（イ）
開催日：11 月 14 日（日）
場所：相模原市淵野辺公園
参加者：39,000 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、
交通安全コーナー、模擬店コーナー
など
・青少年健全育成啓発絵画最優秀作品を用い 4（1）ア及び（2）イ
た強調月間啓発ポスターの掲示（相模原
市）
実施期間：11 月 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
場所：市内小中学校・市内公共機関ほか
・青少年健全育成啓発標語最優秀作品を用い 4（1）ア及び（2）イ
た強調月間啓発懸垂幕・横断幕の掲出（相
模原市）
実施期間：11 月 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
場所：市役所・市南区合同庁舎・市青少年
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品の市ホー 4（1）ア及び（2）イ
ムページ掲載（相模原市）
実施期間：11 月 5 日（金）〜
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）ア及び（2）イ
育成啓発入選作品展（相模原市）
開催期間：11 月 1 日（月）〜11 月 24 日（水）
場所：市役所本庁舎・市南区合同庁舎・シ
ティプラザはしもと
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）ア及び（2）イ
実施期間：11 月 15 日（月）〜11 月 19 日
（金）
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
・麻薬・覚せい剤乱用防止運動街頭活動〈キ 4（1）エ（ウ）
ャンペーン〉
（相模原市）
開催日：11 月 7 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：本市、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、相模原市保護司会協議会、相
模原南警察、相模原南少年補導員
連絡会、相模原ロータリークラブ
76 人
内容：街頭キャンペーンの実施、薬物乱用
防止リーフレット・啓発資材の配
布、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 1,060 部、啓発グッ
ズ 1,060 個（ボールペン 900 個、テ
ィッシュ 160 個）
、絆創膏 30 枚）
※保健所庁舎横及び津久井保健センター
庁舎に期間中懸垂幕の掲揚。保健所庁舎
内・他出張所等ポスター掲示。広報さが
みはら（10/1 号）に記事掲載。保健所庁
舎内電光掲示板において啓発文表示。
・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）
実施期間：11 月 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
内容：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〈協力：相模原市電設協同組合〉（相
模原市）
実施期間：11 月 1 日（月）〜12 日（金）
・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（月）〜11 月 30 日（火）
場所：ウェルネスさがみはら、シティプラ
ザはしもと、南保健福祉センター

・オレンジリボン運動（相模原市）
4（1）ウ
開催日：11 月 18 日(木)
場所：ＪＲ橋本駅
内容：オレンジリボン、啓発カード
街頭配布（協力：和泉短期大学、相
模原市印刷広告協同組合）
・青少年育成推進員の活動紹介パネル展示
4（1）エ（ウ）
（横須賀市）
開催期間：11 月 15 日（月）〜11 月 19 日
（金）
場所：市役所展示コーナー
主催：横須賀市青少年育成推進員連絡協議
会
・非行防止キャンペーン（横須賀市）
4（1）エ（ウ）
開催日：11 月 6 日（土）
、13 日（土）
、20
日（土）
、27 日（土）
、28 日（日）
場所：京急田浦駅前ほか市内 9 か所
主催：横須賀市青少年育成推進員連絡協議
会
参加者：310 人
・児童虐待防止推進月間への取り組み
4（1）ウ
（横須賀市）
〈駅頭ＰＲ〉
実施日：11 月 1 日（月）
場所：横須賀中央Ｙデッキほか市内 2 か所
参加者：市職員および要保護児童対策地域
連絡協議会実務担当者連絡会議
委員ボランティア
内容：チラシおよびオレンジリボンの配布
〈宣伝カーによる啓発〉
実施期間：11 月 8 日（月）〜11 月 19 日（金）
の 10 日間
内容：市内全域を広報車でアナウンスしな
がら巡回
・児童虐待防止推進月間啓発キャンペーン
（横須賀市）
内容：広報紙による広報、ちらし配布

4（1）ウ

・啓発ポスターの掲示（逗子市）
場所：市庁舎等公共施設

4（1）ア、イ

・啓発チラシ等の配布（逗子市）
場所：市庁舎等公共施設

4（1）ア、イ

・啓発チラシ・物品（ティッシュ）の配布
（三浦市）
実施日：11 月 21 日（日）
主催：三浦市青少年指導員連絡協議会
内容：みうら市民まつり参加時に配布

4（1）エ（ウ）

・子ども会の集い（葉山町）
開催日：11 月 27 日（土）
場所：上山口小学校
主催：葉山町子ども会育成連絡協議会
内容：青少年指導員による啓発物の配布

4（1）エ（ウ）

・ポスター掲示による啓発（葉山町）
実施期間：11 月 15 日（月）〜11 月 30 日
（火）
場所：保育園、教育総合センター

4（1）エ（ウ）

・愛の一声みちびき運動（厚木市）
4（1）エ（ウ）
開催日：11 月 7（日）
、14 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。
・広報誌による広報（厚木市）

4（1）ア

・公民館だよりによる広報（厚木市）

4（1）ア

・デジタルギャラリーによる広報（厚木市） 4（1）ア
・ポスター掲示（厚木市）

4（1）ア

・子ども・若者育成支援強調月間ポスター掲 4（1）ア
示（海老名市）
場所：海老名市立青少年会館内
・平成 22 年度非行防止啓発ポスター最優秀 2 4（2）ア
作品掲出（海老名市）
実施期間：11 月 2 日（火）〜11 月 4 日（木）
場所：市内 63 箇所
・平成 22 年度非行防止啓発ポスター応募全
作品展示（海老名市）
開催日：10 月 31 日（日）
場所：海老名市文化会館
閲覧総人数：1,287 人

4（2）ア

・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 21 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 18 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
広報（座間市）

4（1）ア、エ（ア）
（イ）

・横断幕の掲出（座間市）
4（1）ア、エ（ア）
（イ）
実施期間：11 月 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
場所：座間市青少年センター
内容：
「子ども・若者育成支援強調月間」
について
・広報紙による広報（綾瀬市）
4（1）ア
配布先：全世帯
内容：広報あやせ 11 月 1 日号にて「子ど
も・若者育成支援強調月間」実施事
業等の周知
・事業での啓発チラシの配布（綾瀬市）
4（1）ア
実施日：11 月 20 日（土）
場所：綾瀬市文化会館 大ホール
配布先：約 200 人（来場者）
内容：会場において、
「健康こどもフェス
ティバル」
、
「青少年保護育成条例一
部改正」のチラシに子ども・若者育
成支援強調月間である旨の表示を
して配布
・青少年育成関係団体への事業実施周知及
4（1）イ
び協力依頼（綾瀬市）
配布先：79 団体
内容：綾瀬市「子ども・若者育成支援強調
月間」実施要領に基づく市の事業の
周知等協力を印刷物で依頼
・家庭の日啓発事業（愛川町）
4（1）ウ
実施日：11 月 1 日（月）
（広報あいかわ発
行日）
内容：家庭の日の啓発を行うために愛川町
広報紙 11 月号において「シリーズ
家庭」を掲載。
・ナイトヤングテレホン週間（平塚市）
4（1）ア
実施期間：11 月 8 日（月）〜11 月 12 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）
4（1）ア
実施日：11 月 7 日（日）
相談件数：1 件
相談内容：青少年の保護者からの相談を受
ける

・広報紙による啓発（藤沢市）
4（1）イ、ウ及び（2）イ
広報「ふじさわ」 10 月 25 日号
ホームページによるＰＲ
「11 月は子ども・若者育成支援強調月間で
す。」
広報「ふじさわ」 11 月 10 日号
ホームページによるＰＲ
「11 月は児童虐待防止推進月間です。」
・強調月間推進立て看板の掲出（藤沢市）
4（1）イ、ウ及び（2）イ
実施期間：11 月 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
場所：市民センター11 ヶ所、公民館 2 ヶ所、
青少年施設 19 ヶ所、市庁舎新館玄関
・薬物乱用防止ポスター展（藤沢市）
4（1）イ、ウ及び（2）イ
開催期間：10 月 29 日（金）〜11 月 4 日（木）
場所：藤沢駅北口地下展示場
内容：市内中学生による薬物乱用防止ポス
ター135 作品の展示および大学生作
成によるパネルの展示等
・未成年者喫煙防止キャンペーン（藤沢市） 4（1）イ、ウ及び（2）イ
開催日：11 月 8 日（月）
場所：長後駅
参加者：5 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
・子育て応援メッセｉｎ藤沢（藤沢市）
開催日：11 月 18 日（木）
場所：藤沢市民会館
内容：子育て関連団体出展
藤沢市青少年指導員協議会活動紹
介展示

4（1）イ、ウ及び（2）イ

・県啓発グッズ（ティッシュ）配布・環境浄 4（1）ア、イ、エ（ウ）
化ポスター展示（茅ヶ崎市）
実施日：11 月 3 日（水）市民ふれあい祭り
にて
場所：茅ヶ崎中央公園
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
・横断幕の掲出（茅ヶ崎市）
4（1）ア、イ、エ（エ）
実施期間：11 月 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
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
横断幕：
「考えよう、やっていいこと悪い
こと」

・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）
開催期間：11 月 18 日（木）〜11 月 25 日
（木）
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 22 日（月）
内容：啓発用チラシ及びティッシュ配
布
③ 茅ヶ崎駅北口ペデストリアンデッキに
おけるのぼりの旗掲出
実施期間：11 月 18 日（木）〜11 月 25
日（木）
④ 懸垂幕掲示
実施期間：11 月 1 日（月）〜11 月 30
日（火）
場所：市役所本庁舎懸垂幕掲示施設
懸垂幕：
「みんなで守ろう子どもの安
全」
・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、イ

・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（月）〜11 月 30 日（火）
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」
・ｙｏｕｔｈ ａｇｅ ａ ｇｏ！ ｇｏ！
4（1）ア、イ、エ（エ）
（伊勢原市）
開催期間： 11 月 20 日（土）〜11 月 21 日
（日）
場所：いせはら市民活動サポートセンタ
ー、ＪＡいせはら本所（農業祭会場）
参加者：青少年指導員 29 人
青少年相談室補導員 12 人
ジュニアリーダー 26 人
子ども会育成会 8 人
発表出演者等 88 人
青少年課職員 9 人
来場者：3,100 人
内容：啓発物品、バルーンアート配布
千羽鶴（奉納用）作成
青少年団体発表（ダンス・バンド演
奏等）
ペットボトルラクロス大会
青少年相談室

・要保護児童対策地域協議会啓発活動
（伊勢原市）
開催日： 11 月 25 日（木）
場所：伊勢原駅前
参加者：29 人
内容：啓発物品、ティッシュ配布

4（1）イ、ウ

・横断幕の掲出（寒川町）
4（1）ア、エ（エ）
実施期間：11 月 1 日（月）〜11 月 28 日（日）
場所：フジスーパー寒川店、宮山駅
実施主体：寒川町青少年環境浄化推進協議
会
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」
・子ども・若者育成支援街頭キャンペーン
4（1）ア、イ、エ（ウ）
（二宮町、神奈川県（湘南地域県政総合セ
ンター）
）
開催日：11 月 7 日（日）
場所：二宮町生涯学習センター
参加者：青少年環境浄化推進員 8 人、警察
職員 1 人、県職員 3 人、町教育委
員会 5 人 計 17 人
内容：青少年環境浄化推進員が中心にな
り、標語入り啓発物品を配布する
・懸垂幕の掲出（南足柄市）
4（1）ア
実施期間：11 月 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
「話し合う 家庭に育つ 明る
い子」
場所：南足柄市役所
・広報紙による広報（開成町）

4（1）ウ

・ポスターの掲出（開成町）

4（1）エ（ウ）

・町内施設等に「あいさつ声かけ運動」啓発 4（1）エ（イ）
ポスターの掲示（真鶴町）
実施期間：通年を通して実施している
場所：町内施設等
・登下校時の見守り（真鶴町）
実施日：通年を通して実施している
場所：町内
参加者：管内小中学校ＰＴＡ
３ 研修会等
（神奈川県、市町村）

4（1）エ（イ）

・第Ⅱ期第 2 回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 4 日（木）
場所：大和市渋谷学習センター
参加者：75 人

・第 4 回相談員セミナー
（神奈川県（青少年センター）
）
開催日：11 月 12 日（金）
場所：県立青少年センター
参加者：52 人

4（1）ア

・体験活動プログラム指導者研修②「手作り 4（1）ア
パスタとマイフォーク」
（神奈川県（清川
青少年の家）
）
開催日：11 月 13 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：実習 1「竹を使ったマイフォーク作
り」
実習 2「手打ちによるパスタ作り」
・児童相談所管内の市町村要保護児童支援連 4（1）ウ
絡会議（神奈川県）
・市町村児童福祉主管課職員対象研修会
（神奈川県）

4（1）ウ

・第 2 回足柄上地区青少年社会環境健全化推 4（1）エ（ウ）
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 4 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：32 人
内容：講演「薬物乱用の現状と薬局の取り
組み」
講師 木川修一 氏（小田原薬剤師
会理事）

・西湘地域社会環境健全化講演会
4（1）エ（ウ）
（神奈川県（西湘地域県政総合センター）
）
開催日：11 月 10 日（水）
場所：県小田原合同庁舎 3 階ＥＦ会議室
主催：神奈川県（西湘地域県政総合センタ
ー）
（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）
参加者：78 人
内容：青少年関係団体・ＰＴＡ関係者等を
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 「青少年の問題行動をとらえ
る 〜自傷行為、薬物乱用な
ど〜」
講師 ヴィヒャルト 千佳こ 氏
（臨床心理士・スクールカウ
ンセラー）
・企業協力による「携帯電話教室」
4（1）エ（ウ）
（神奈川県教育委員会）
開催校数：小学校＝28、中学校＝15、高等
学校＝8、特別支援学校＝0
計 51 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。
・
「仲間づくり教室」
〈開催校により設定〉
4（1）エ（エ）
（神奈川県教育委員会）
開催校数：小学校＝5 校
内容：小学校高学年の児童に社会性やコ
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、参加
する子どもたちに対して自分と他
者、集団との望ましい関係をつく
りだし、思いやりの心を身につけ
させ、いじめの未然防止を図る。
・少年補導員の研修会（神奈川県警察）
開催日：11 月中
開催回数：2 回
場所：県内の警察署等

4（1）ア、エ（ウ）

・指導担当教諭等との学校・警察連絡協議会 4（1）ア、エ（イ）
（神奈川県警察）
開催日：11 月中
開催回数：14 回
場所：県内の警察署
・要保護児童対策地域協議会（神奈川県警察） 4（1）ウ
開催日：11 月中
開催回数：5 回
場所：県内各地
・指導員研修会（川崎市）
開催日：11 月 24 日（水）
場所：川崎区役所 7 階会議室
主催：中央地区青少年指導員会
参加者：学校・町内会関係者
青少年指導員 43 人

4（1）エ（ウ）

・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 27 日（土）
場所：橘出張所
参加者：高津区青少年指導員 20 人
内容：
「韓国打楽器体験」
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 22 年度全体会議（講演会）
（川崎市） 4（1）ア、イ
開催日：11 月 10 日（水）
場所：多摩区総合庁舎
主催：多摩区青少年指導員連絡協議会
参加者：多摩区青少年指導員 22 人
内容：
「青少年との接し方について」
「青少年が主体的に参画できるイ
ベントの手法」
・麻生区青少年指導員会研修会（川崎市）
開催日：11 月 27 日（土）
場所：麻生区役所
参加者：麻生区青少年指導員 25 人
内容：バルーンアート

4（1）エ（エ）

・相模原市青少年健全育成組織連絡協議会
4（1）ア
平成 22 年度講演会（相模原市）
開催日：11 月 16 日（火）
場所：相模原市立総合学習センター
参加者：24 人（地区健全育成協議会役員）
テーマ：
「昨今の青少年問題の理解と対応
について」
講師：児童養護施設 中心子どもの家
元所長 藤野知弘 氏

・市民や子どもと関わりのある関係各課・機 4（1）イ
関の職員を対象に「子育て支援講座」を次
のとおり実施した。
（相模原市）
開催日：11 月 19 日（金）
場所：サンエールさがみはら
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、
里親、市民 等
参加者：194 人
テーマ：
「みんな聞いてよ、わかってよ！
〜発達障害のある子どもを抱え
る家庭に対する支援のあり方〜」
・思春期・ひきこもり特定相談（相模原市） 4（1）イ
実施日：11 月 18 日（木）
場所：けやき会館
利用者：2 人（定員）
内容：13 歳〜17 歳のメンタルヘルスの問
題を抱える児童･家族及び 18 歳以上
のひきこもりの状態にある人･家族
を対象に専門医等による相談を受
けた。
・ひきこもりグループ相談会（相模原市）
4（1）イ
開催日：11 月 15 日（月）
場所：ウェルネスさがみはら
利用者：11 人
内容：社会的ひきこもりの状態にある者を
抱える家族を対象に、グループでの
相談形式をとり背景にある問題を
整理し、ひきこもりの解決に向けた
家族の役割を確認する。月１回定例
日開催。
・相模原市青少年指導員連絡協議会Ｆブロッ 4（1）ア
ク研修会（相模原市）
開催日：11 月 20 日（土）
場所：城山保健福祉センター
参加者：20 人
内容：グループワーク「若者とどうコンタ
クトをすればいいのか」
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
・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 7 日（日）
場所：横須賀市立総合福祉会館
参加者：26 人

・発達障害等啓発講演会（鎌倉市）
開催日：11 月 20 日（土）
、26 日（金）
場所：・20 日みつばち保育室
・26 日腰越保育園
参加者：・20 日保育者・保護者・関係者
計 13 人
・26 日保育者・保護者 計 22 人
内容：講演

4（1）ア

・ジュニアリーダー養成講座（葉山町）
開催日：11 月 13 日（土）
場所：保育園、教育総合センター

4（1）ア

・青少年相談員自主研修会（厚木市）
4（1）ア
開催日：11 月 27 日（土）
場所：厚木市役所第二庁舎
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
Ａ128 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 東京入国管理局視察研修
（大和市）
開催日：11 月 1 日（月）
場所：東京入国管理局
参加者：青少年相談員他 31 人
内容：東京入国管理局視察研修

4（1）ア

・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：10 月 7 日（木）〜11 月 18 日（木）
の期間
11 月開催：11/9 引地台中 11/12 鶴間中
11/15 つきみ野中 11/18 上和
田中
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（木）
場所：勤労福祉会館 2Ｆ中会議室
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

・補導員協議会施設見学研修（海老名市）
4（1）ア
開催日：11 月 19 日（金）
場所：おおいそ学園、横浜少年鑑別所
主催：青少年相談センター補導員協議会
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
見学施設 おおいそ学園、横浜少年
鑑別所
・教育研究会生徒指導部会（座間市）
開催日：11 月 12 日（金）
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

4（1）ア、エ（ウ）

・清川の子どもを育てる会会議（清川村）
4（1）エ（イ）
開催日：11 月 16 日（火）
主催：清川の子どもを育てる会
参加者：13 人
内容：子どもの安全・居場所作り等の協議
・青少年補導員連絡協議会県外研修（平塚市） 4（1）エ（エ）
開催日：11 月 17 日（水）
場所：駿府学園、更生保護法人少年の家
主催：平塚市、平塚市青少年補導員連絡協
議会
参加者：16 人
内容：少年犯罪の現状を知り、非行防止活
動の大切さを知る
・中学校生徒指導担当者会（藤沢市）
4（1）ア
開催日：11 月 17 日（水）
場所：藤沢市立大庭中学校
参加者：30 人
内容：情報交換及び研修会
研修会「支援の必要な子どもたちの
対応について」
・青少年指導員協議会研修会（藤沢市）
開催日：11 月 24 日（水）
場所：新林公園
参加者：青少年指導員 129 人
内容：ネイチャーゲーム講習会
講師 村田範子 氏

4（1）ア

・要保護児童対策地域協議会研修会
（伊勢原市）
開催日：11 月 25 日（木）
場所：中央公民館
参加者：53 人
内容：日本の子育て支援の現状と課題

4（1）イ、ウ

・ファミリー教室「旬の野菜を知ろう」
（大磯町）

4（1）イ

・プレママ・プレママクッキング教室
（大磯町）

4（1）イ

・不登校連絡会議〈不登校対応ネットワーク 4（1）ア、エ（エ）
会議〉
（南足柄市）
開催日：11 月 22 日（月）
場所：南足柄中学校
参加者：教育相談コーディネーター、児童
生徒指導担当教諭、小学校 6 年学
級担任、スクールカウンセラー、
教育委員会指導主事、教育研究
所、適応指導教室担当、青少年育
成センター、保険医療福祉センタ
ー
内容：情報交換
・子ども読書活動推進委員会担当者会議
（開成町）
開催日：11 月 5 日（金）
参加者：12 人
内容：子ども読書活動推進について協議

4（1）イ

・離乳食講習会（開成町）
4（1）イ
開催日：11 月 11 日（木）
参加者：38 人（幼児 19 人 親 19 人）
内容：離乳食の作り方、進め方を伝えると
ともに、親の食事の見直しや生活リ
ズムの改善等の内容の実技、講義
・要保護児童対策地域協議会実務者会議〈研 4（1）ウ
修〉
（開成町）
開催日：11 月 30 日（火）
参加者：16 人
内容：虐待を含む要保護児童の支援に関す
る会議及び被虐待児の発見に関す
る研修
・7〜8 か月健康相談（開成町）
4（1）イ
開催日：11 月 30 日（火）
参加者：24 人（幼児 12 人 親 12 人）
内容：育児の方法確認、食など月齢に応じ
た必要な知識の普及と保護者の相
談
・乳幼児健康相談（開成町）
4（1）イ
開催日：11 月 24 日（水）
参加者：54 人（幼児 28 人 親 26 人）
内容：乳幼児の発育・発達の確認、健康増
進を促す保健指導や保育者の育児
不安等に対する育児支援

４ 青少年保護育成巡回活動、 ・有害図書類区分陳列等調査
4（1）エ（ウ）
環境浄化活動等
（神奈川県、川崎市、相模原市、座間市、
（神奈川県、市町村）
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（ウ）
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 19 店、
インターネットカフェ・まんが喫茶
7 店、ゲームソフト販売店 9 店 等
・神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例に基づく 4（1）エ（ウ）
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 132 店、自動販
売機 163 台 等
・少年補導員等と連携した街頭補導活動
（神奈川県警察）
実施日：11 月中
実施回数：195 回
場所：県内各地

4（1）ア

・少年指導委員と合同による風俗営業店への 4（1）エ（ウ）
立入り（神奈川県警察）
実施日：11 月中
実施回数：8 回
場所：県内のパチンコ店、ゲームセンター
・有害図書類区分陳列立入調査での指導
（横浜市）
実施日：11 月 18 日（木）
件数：6 件

4（1）エ（ウ）

・有害図書現地立入調査（横浜市）
実施日：11 月 16 日（火）
参加者：3 人
内容：夏に行ったものの再調査

4（1）エ（ウ）

・街頭パトロール活動（川崎市）
【川崎区】
①3 地区合同パトロール
実施日：11 月 19 日（金）
主催：川崎区青少年指導員連絡協議会
参加者：川崎区青少年指導員 43 人

4（1）エ（ウ）

②各地区地域巡回パトロール
主催：各地区青少年指導員会
（中央地区：大師地区：田島地区）

・愛のパトロール〈地域巡回パトロール〉
（川崎市）
【幸区】
実施日：11 月 2 日（火）、19 日（金）
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（ウ）

実施日：11 月 15 日（月）
、16 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
実施日：11 月 6 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（ウ）
開催日：11 月 19 日（金）
場所：中原区役所（501 会議室）
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）
【高津区】
①高津地区青少年指導員のパトロール
実施日：11 月 9 日（火）
場所：高津駅〜溝の口駅
実施日：11 月 24 日（水）
場所：二子新地駅〜溝の口駅
参加者：25 人
②橘地区パトロール隊のパトロール
実施日：11 月 9 日（火）
場所：橘中学校区
実施日：11 月 13 日（土）
、26 日（金）
場所：東橘中学校区

4（1）エ（ウ）

・街頭パトロール（川崎市）
【宮前区】
①宮前地区地域巡回パトロール
実施日：11 月 1 日（月）
場所：有馬地区
実施日：11 月 18 日（木）
場所：宮崎地区
実施日：11 月 25 日（木）
場所：宮前平地区
実施日：11 月 26 日（金）
場所：野川地区

4（1）エ（ウ）

②向丘地区地域巡回パトロール
実施日：11 月 13 日（土）
場所：稗原・鷲ヶ峰地区
実施日：11 月 20 日（土）
場所：神木本町地区
実施日：11 月 24 日（水）
場所：初山地区
・街頭パトロール（川崎市）
【多摩区】
①パトロール委員会合同パトロール
実施日：11 月 20 日（土）
場所：登戸駅周辺
参加者：20 人

4（1）エ（ウ）

②各地域の「愛のパトロール」活動
実施日：各地域適宜（通年）
・地域巡回パトロール（川崎市）
4（1）エ（ウ）
【麻生区】
実施日：11 月 13 日（土）
参加者：25 人
1 ブロック 7 人
2 ブロック 10 人
3 ブロック 8 人
内容：区内を 3 つの地域に分けパトロール
を行った。
実施日：11 月 27 日（土）
参加者：25 人
1 コース 8 人
2 コース 8 人
3 コース 9 人
内容：新百合ヶ丘駅周辺を 3 つに分けパト
ロールを行った。

・青少年健全育成推進街頭キャンペーン
4（1）エ（ウ）
（鎌倉市、神奈川県（横須賀三浦地域県政
総合センター）
）
開催日：11 月 12 日（金）
場所：・ＪＲ鎌倉駅周辺（西口・東口駅前
周辺、小町通り及び若宮大路商店
街周辺）
・ＪＲ大船駅周辺（東口駅前、仲通
り商店街付近）
主催：鎌倉･湘南地区県立高等学校長会、
鎌倉市
参加者：・ＪＲ鎌倉駅周辺 173 人
・ＪＲ大船駅周辺 102 人
内容：青少年の健全育成を推進する啓発物
品・チラシの配布。参加者は市内中
学校・高等学校在籍の学生含む地域
住民。
・街頭指導活動（厚木市）
4（1）エ（イ）
（ウ）
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
4（1）ア
（大和市）
（大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）
開催日：11 月 27 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：730 人
※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
内容：違反看板・チラシ撤去活動及び清掃
活動を実施
・市内 6 中学校区街頭補導（海老名市）
4（1）エ（イ）
実施日：11 月 2 日（火）
、5 日（金）
、9 日
（火）
、12 日（金）
、16 日（火）
、
26 日（金）
場所：各中学校区重点箇所
主催：海老名市補導員協議会
参加者：25 人

・青少年指導員による｢あいさつ運動｣
4（1）イ
（海老名市）
実施日・場所：
11 月 1 日（月）海老名中、杉本小
11 月 8 日（月）海老名小
11 月 9 日（火）大谷中
11 月 11 日（木）大谷中
11 月 13 日（土）今泉小
11 月 20 日（土）有馬小、社家小
12 月 1 日（水）大谷小、杉久保小
参加者：一校あたり指導員 5〜10 人
内容：小・中学校の校門前にて朝のあいさ
つ運動を展開
・街頭補導活動（座間市）
4（1）ア、エ（ア）
（イ）
主催：座間市教育委員会、座間市青少年補
導員協議会
・街頭補導（綾瀬市）
4（1）エ（イ）
実施日：11 月 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
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 14 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：59 人
内容：非行防止

4（1）エ（エ）

・神明中学校区強化愛護指導（平塚市）
実施日：11 月 5 日（金）
場所：神明中学校区
参加者：33 人
内容：非行防止

4（1）エ（エ）

・春日野中学校区強化愛護指導（平塚市）
実施日：11 月 16 日（火）
場所：7 人
内容：非行防止

4（1）エ（エ）

・神田中学校区強化愛護指導〈平塚市・県合 4（1）エ（エ）
同〉
（平塚市）
実施日：11 月 22 日（月）
場所：神田中学校区
参加者：13 人
内容：非行防止

・県警少年補導員との合同パトロール
（平塚市）
実施日：11 月 26 日（金）
場所：市内全域
参加者：37 人
内容：非行防止

4（1）エ（エ）

・街頭指導員による昼間街頭指導活動

4（1）エ（イ）
（ウ）

（藤沢市）
実施日：11 月 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
（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）エ（イ）
（ウ）
頭指導活動（藤沢市）
実施日：11 月 1 日（月）〜11 月 30 日（火）
14 地区月 2 回パトロール
場所：藤沢市内全域
参加者：221 人
・特別街頭指導員による夜間街頭指導活動
4（1）エ（イ）
（ウ）
（藤沢市）
実施日：11 月 6 日（土）、11 日（木）、
16 日（火）、20 日（土）、25 日
（木）
場所：藤沢駅・湘南台駅・江の島駅周辺
参加者：12 人
・自動販売機、コンビニ、シンナー取扱店等 4（1）エ（イ）
（ウ）
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：221 人
・有害図書の回収（茅ヶ崎市）
4（1）エ（イ）
（ウ）
主催：茅ヶ崎市、茅ヶ崎市青少年指導員連
絡協議会
・青少年指導員によるパトロール
4（1）エ（イ）
（茅ヶ崎市）
主催：茅ヶ崎市、茅ヶ崎市青少年指導員連
絡協議会
・インターネット有害情報監視業務
4（1）エ（ウ）
（茅ヶ崎市）
主催：茅ヶ崎市、茅ヶ崎市青少年指導員連
絡協議会
・街頭指導〈パトロール活動〉
（伊勢原市）

4（1）エ（イ）

・薬物乱用防止キャンペーン（寒川町）
4（1）エ（ウ）
開催日：11 月 21 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：寒川町青少年環境浄化推進協議会
15 人、寒川町教育委員会 1 人
内容：チラシと啓発物品の配布
・街頭補導活動（南足柄市）
4（1）エ（イ）
実施日：11 月 2 日（火）
、11 日（木）
、18
日（木）
参加者：育成センター職員、青少年育成推
進委員、警察署員、足柄上地域県
政総合センター安全・防災課職員
延べ 25 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（イ）
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
・神奈川県青少年保護育成条例立入調査実施 4（1）エ（ウ）
（南足柄市）
実施日：11 月 29 日（月）
対象：書店、コンビニエンスストア等 11
件
内容：有害図書類区分陳列等調査
・登校指導〈防犯運動・交通安全指導・あい 4（1）エ（イ）
さつ運動〉
（開成町）
実施日：11 月 1 日（月）
、15 日（月）
内容：小学校及び中学校に登校する児童及
び生徒に登校時交通安全の指導
・青少年健全育成対策本部街頭指導通常活動 4（1）エ（イ）
（小田原市）
実施日：11 月 19 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（約 16
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（イ）
（小田原市）
実施日：11 月 9 日（火）
、12 日（金）
、16
日（火）
、25 日（木）
場所：小田原駅、川東地区、酒匂地区、国
府津地区
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（22
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（ウ）
（小田原市）
実施日：11 月 1 日（月）
、29 日（月）
場所：小田原駅（東・西）
、早川
主催：小田原市青少年環境浄化推進委員協
議会
参加者：4 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。
・有害図書区分陳列立ち入り調査（湯河原町） 4（1）エ（ウ）
実施日：11 月 9 日（火）
・町内公園等環境浄化巡回（湯河原町）
実施回数：8 回

4（1）エ（イ）

・不審者情報による通学路警戒（湯河原町） 4（1）エ（イ）
実施回数：10 回
・下校時ふれあい見守り活動（湯河原町）
実施回数：2 回
５ 子ども・若者の社会参加活 ・中学生による防犯キャンペーン
動
（神奈川県警察）
（神奈川県、市町村）
開催日：11 月 10 日（水）
場所：綱島駅前
参加者：54 人

4（1）エ（イ）

4（1）ア

・小・中学生による防犯キャンペーン
（神奈川県警察）
開催日：11 月 10 日（水）
場所：淵野辺駅前
参加者：80 人

4（1）ア

・中学生による清掃活動（神奈川県警察）
実施日：11 月 12 日（金）
場所：大船駅周辺
参加者：100 人

4（1）ア

・中学生による幼稚園園児に対する防犯紙芝 4（1）ア
居の実施とミニランドセルの配布（神奈川
県警察）
実施日：11 月 17 日（水）
場所：大和市立渋谷中学校
参加者：32 人
・少年剣士による清掃活動（神奈川県警察） 4（1）ア
実施日：11 月 18 日（木）
場所：藤沢北警察署周辺
参加者：29 人
・小・中・高校生による餅つき大会
（神奈川県警察）
開催日：11 月 23 日（火）
場所：おおいそ学園
参加者：117 人

4（1）ア

・中学生による青色防犯等装着者を利用した 4（1）ア
防犯パトロール（神奈川県警察）
実施日：11 月 24 日（水）
場所：横浜市立野庭中学校周辺
参加者：8 人
・少年による清掃活動（神奈川県警察）
実施日：11 月 26 日（金）
場所：片瀬江ノ島駅前ロータリー
参加者：15 人

4（1）ア

・高校生による防犯チラシ配布活動
（神奈川県警察）
実施日：11 月 27 日（土）
場所：マルエツ東逗子店前
参加者：9 人

4（1）ア

・小学生による植樹活動（神奈川県警察）
実施日：11 月 27 日（土）
場所：海老名市内横須賀水道路
参加者：42 人

4（1）ア

・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 21 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）
開催日：11 月 21 日（日）
、28 日（日）
場所：神大寺小学校ほか
参加者：小学生 271 人、指導者 60 人、
体育指導委員 49 人
内容：ブロック予選(11/21)、
決勝トーナメント(11/28)

4（1）ア

・親子スケート教室（横浜市）
4（1）ア
開催日：11 月 28 日（日）
場所：神奈川スケートリンク
参加者：小・中学生と保護者 168 人
青少年指導員 27 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 21 日（日）
場所：岡野公園野球場
参加者：約 250 人
内容：区内小学生対象の横浜ベイスターズ
の選手による野球教室
・平成 22 年度（第 30 回）ボイス・オブ・ユ 4（1）ア
ース（青少年の主張）
（横浜市）
開催日：11 月 28 日（日）
場所：横浜市立横浜商業高等学校
対象者：区内在住・在学の小学校 3 年生か
ら 20 歳
参加者：618 人（教諭・保護者・地域住民
等）
内容：4 テーマについて作文募集し、入選
作文の表彰・代表朗読発表、区内
小・中学生による演奏発表実施
・ほどがやバンドバトル（横浜市）
開催日：11 月 27 日（土）
場所：保土ケ谷公会堂
主催：保土ケ谷区青少年指導員協議会
参加者：中高生出演者・スタッフ 73 人
観客約 250 人
内容：中高生によるバンドの発表会

4（1）ア

・つづきウォーク＆フェスタ（横浜市）
4（1）ア
開催日：11 月 23 日（火）
場所：すきっぷ広場及びその周辺
参加者：小・中・大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（横浜市）
4（1）エ（エ）
開催日：11 月中
場所：戸塚区内 17 地区
参加者：500 人程度
内容：スポーツ大会や工作教室など、青少
年を対象とした各種ふれあい事業
を実施し、異世代交流を図った
・さつまいも堀り〈豊田〉
（横浜市）

4（1）ア

・クリスマスリース作り〈豊田、笠間〉
（横浜市）

4（1）ア

・陶芸教室〈上郷西、上郷東〉
（横浜市）

4（1）ア

・泉区青少年フェスティバル（横浜市）
開催日：11 月 28 日（日）
場所：和泉遊水地
主催：泉区青少年指導員協議会
参加者：泉区内小・中学生
内容：小学生のマーチングバンド演奏
いずこい踊りの演技発表
中学生のブラスバンド演奏
ペットボトルロケット大会
昔遊び体験
青少年指導員による模擬店など

4（1）ア

・せやっこワンパク体験 科学・自然体験コ 4（1）ア
ース「スポーツまつり」
（横浜市）
開催日：11 月 7 日（日）
主催：瀬谷区体育協会、フライングディス
クゴルフ協会
参加者：66 人
内容：集会所でフライングディスクやフラ
イングディスクゴルフについての
説明を聞き、レクチャービデオをみ
て学習しました。その後エコ広場に
移動し、ディスクの使い方〜キャッ
チの練習〜パットの練習をした後
に 9 ホールを回ってフライングディ
スクゴルフを体験しました。
・第 21 回歩け歩け大会（川崎市）
4（1）ア、エ（エ）
開催日：11 月 7 日（日）
場所：南河原公園等
主催：南河原地区青少年指導員会
参加者：約 80 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した。

・第 22 回御幸ウォークラリー大会（川崎市） 4（1）ア、エ（エ）
開催日：11 月 28 日（日）
場所：多摩川河川敷
主催：御幸地区青少年指導員会
参加者：72 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
した。
・第 23 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（水）
場所：橘地区北部
参加者：青少年関係者、地域活動団体 70
人
ラリー参加者 110 人
内容：橘小学校に本部を置き、地図を頼り
に、クイズを解きながら約 3 キロの
コースを歩き、途中、地域の施設等
でゲームを行った。参加者はクイ
ズ・ゲームの合計得点を競った。
また、昼食は本部で社協の作るカレ
ーライスが振舞われた。
以上の企画・運営を青少年関係者が
行った。
・子ども会の集い（葉山町）
開催日：11 月 27 日（土）
場所：上山口小学校
主催：葉山町子ども会育成連絡協議会
内容：ジュニアリーダーによる事業協力

4（1）ア

・
「あつぎ国際大道芸」でのボランティア
（厚木市）
実施日：11 月 6 日（土）
、7 日（日）

4（1）ア

・市民ふるさと祭りでのボランティア
（座間市）
実施日：11 月 21 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 24 人
内容：昔遊コーナー

4（1）ア

・小園児童館まつり（綾瀬市）
4（1）ア
開催日：11 月 23 日（火）
場所：小園児童館
主催：綾瀬市・小園自治会
参加者：219 人
内容：イベント、ジュニアリーダーによる
レクリエーションを実施

・愛川町ふれあいレクレーション事業
4（1）ア
（愛川町）
開催日：11 月 13 日（土）
場所：愛川町立半原小学校、田代小学校、
高峰小学校・中津小学校・
中津第二小学校、菅原小学校
主催：ふれあいレク実行委員会
参加者：6 小学校の参加人数の合計 2299
人
内容：小学校区ごとに、地域の青少年教育
関係団体（ＰＴＡ・子ども会育成
会・青少年指導員等）と老人が協力
し、お年寄りと子どもたちが、レク
リエーションを通してふれあいを
深める「ふれあいレクリエーショ
ン」を実施。
・藤沢こども議会（藤沢市）
4（1）ア
開催日：11 月 13 日（土）
場所： 藤沢市議会議場
参加者：市内在住・在学の中学生 25 人
発表テーマ：①「藤沢市内保育園入所待機
児の解消について」
②「未来の藤沢に光を･･･〜
高校生・大学生に夢を
〜」
③「One for all．All for
one.〜自分達の市は自
分達で守る〜」
④「温暖化防止対策につい
て」
・子どもフェスティバル（大井町）
4（1）ア
開催日：11 月 7 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 9 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（ウ）
実施日：11 月 1 日（月）
、29 日（月）
場所：早川
主催：小田原市青少年環境浄化推進委員協
議会
参加者：4 人
６ その他
（神奈川県、市町村）

・薬物乱用防止教室
4（1）エ（ウ）
（神奈川県（各地域県政総合センターを含
む）
）
開催回数：31 回
参加者：4,513 人

・児童・生徒に対する交通安全教室
4（1）エ（イ）
（神奈川県（各地域県政総合センターを含
む）
）
開催回数：33 回
参加者：2,799 人
・中高生交通安全教育〈暴走族加入防止教室〉 4（1）エ（イ）
（神奈川県、神奈川県警察）
開催回数：中学校対象 6 回、高等学校対象
1回
参加者：中学校 974 人、高等学校 291 人
内容：・自転車の交通事故実態及び安全講
話（実技含む）
・暴走族の実態及びビデオ放映並び
に加入防止講話
・不審者侵入訓練（神奈川県警察）
実施日：11 月中
実施回数：27 回
場所：県内の幼稚園、小学校等

4（1）エ（イ）

・子どもの見守り活動（神奈川県警察）
実施日：11 月中
実施回数：20 回
場所：県内の小学校

4（1）エ（イ）

・
「第 15 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 7 日（日）
場所：多摩川河川敷
主催：大師地区青少年指導員会
参加者：162 人（内、指導員 23 人）
・
「ふれあいファミリーウォーク」
（川崎市） 4（1）ア
開催日：11 月 28 日（日）
場所：多摩川河川敷
主催：中央地区青少年指導員会
参加者：135 人（内、指導員 20 人）
・第 42 回向丘地区青少年美術展（川崎市）
開催期間：11 月 20 日（土）〜11 月 21 日
（日）
場所：川崎市立向丘小学校アリーナ
来場者：1,337 人
出展数：書道、絵画の部 合計 1,479 点
※入選作品展示会
開催期間：11 月 22 日（月）〜11 月 30 日
（火）
場所：宮前区役所向丘出張所 1 階ロビー

4（2）イ

・第 25 回宮前地区青少年作品展（川崎市） 4（2）イ
開催日：11 月 21 日（日）
場所：宮前区役所
来場者：235 人
出展数：書道、書道半紙、絵画、ちぎり絵、
イラスト・デザイン 合計 367 点
※入選作品展示会
開催期間：12 月 6 日（月）〜12 月 17 日（金）
場所：宮前区役所 2 階ロビー
・特設電話相談こども安心ダイヤル
4（1）ア
（綾瀬市）
実施日：11 月 6 日（土）
、7 日（日）
件数：電話 4 件
場所：綾瀬市青少年相談室
内容：電話・面接で青少年相談を受け付け
・青少年育成課題意向調査（綾瀬市）
4（1）エ（ウ）
実施期間：11 月 12 日（金）〜12 月 24 日
（金）
主催：綾瀬市青少年問題協議会
対象：市内 65 事業所・店舗
内容：青少年問題協議会における今後の施
策及び育成活動の指針づくりの審
議に反映を図ることを目的とした
調査票を配布・回収
・社会を明るくする運動地区行事（平塚市） 4（1）ア
（土沢地区）
開催日：11 月 9 日（火）
場所：吉沢公民館
参加者：土沢地区社会福祉協議会常任理
事、配布先学校・園の方等約 45
人
内容：地区小学校、中学校、保育園、幼稚
園へ花苗を配布して環境整備を行
った。
（南原地区）
開催日：11 月 14 日（日）
場所：南原地区
参加者：南原地区社会福祉協議会、地区連
合、ＰＴＡ、体育振興会、子ども
会等約 500 人
内容：昔の遊びの体験学習
・伊勢原北地区青少年指導員による催し
（伊勢原市）
開催日： 11 月 7 日（日）
場所：市内塔ノ山
内容：子ども対象のハイキング

（

4（1）ア、エ（エ）

