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1 大会等
○社会を明るくする運動 ミニ集会
（千代田区）
【延べ１件】

（港区）
【延べ１件】

○港区青少年対策地区委員会会長会で主旨説明と取り組み依頼
開催日：６月３日（金）
10地区委員会
平成23年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施要綱を配布

○第61回「社会を明るくする運動」広報パレード及び式典
（新宿区）
開催日：７月３日（日）
【延べ 2 件】
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)
出席者：区長、新宿駅長、警察署長、青少年関係者等33団体628名
内容：アトム、警視庁騎馬隊ほか青少年関係団体と新宿通りをパレード
○社会を明るくする運動講演会（新宿区更生保護女性会主催）
開催日：７月15日 場所：若松地域センター（新宿区）
出席者：更生保護女性会会長、保護司会会長、青少年関係者等58名
内容：ＮＰＯ法人bondプロジェクト代表者橘ジュン氏による講演
演題「歌舞伎町の今」
チェロコンサート

（文京区）
【延べ１件】

（台東区）
【延べ２件】
（墨田区）
【延べ１件】

○平成23年度 文京区社会を明るくする大会
開催日：７月10日（日）
場所：文京シビックホール 小ホール
内容：・講演ライブ
「親子の絆〜たった一言で変わった俺の人生！」
魂のヴォーカリスト・杉山 裕太郎さん
・青少年の意見発表
区立中学校生徒３名
参加者：232人
〈内訳〉構成団体：179人 一般：19人
出演者：13人 来賓・関係者：21人
○警視庁東京少年柔道剣道錬成大会 警察署内クラブ参加（警視庁）
○健全育成・居住地域の環境をテーマとした映画上映と懇談会
（台東区保護司会）
○「社会を明るくする運動」中央集会
開催日：７月９日
会場：曳舟文化センター（墨田区）
出席者：区長、教育長、警察署長等 参加者：300名
内容：式典、映画上映会等
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（江東区）
【延べ９件】

内

容

○青少年対策富岡地区委員会「第1回地域座談会」
開催日：７月５日 場所：越中島小学校ランチルーム
出席者：保護司、町会・自治会、PTA、警察、地区対委員等69人
内 容：テーマ「立直りを支える地域の力」、ビデオ上映、意見交換
○青少年対策富岡地区委員会「第２回地域座談会」
開催日：７月15日 場所：富岡区民館ホール
出席者：保護司、町会・自治会、PTA、中学生、地区対委員等65人
内 容：テーマ「こころの家路」、ビデオ上映、意見交換
○非行化防止講演会
開催日：７月12日 場所：江東区小松橋地区（小松橋区民館）
出席者：小松橋地区連合町会長、小松橋地区委員会委員長、
区職員１人、区民160人
計161人
（内訳）町会54（連合町会長１人含む）、地区対19（地区委員長
１名、区職員１人含む）、保護司４、民生児童委員３、ＰＴＡ
66、学校９、その他６（講師関係者等）
内 容：講演、質疑応答
○「薬物乱用防止」のための講演会 (江東区亀戸地区対)
開催日：７月14日
場所：亀戸文化センター3階ホール
出席者：保護司４人、薬物乱用防止江東地区協議会指導員３人、
亀戸地区対委員長、同副委員長、同環境部長、同委員、城東
警察署２人、江東商業校長、同教員８人、同生徒(２年生)171人、
区職員１人
内 容：講義「薬物乱用はダメ！ゼッタイ！」
講師 東京都薬物乱用防止推進江東地区協議会 水村凱次氏
薬物DVD放映、質疑応答
○青少年非行化防止ミニ集会 (江東区亀戸地区対)
開催日：７月13日（水） 場所：第三亀戸中学校
出席者：PTA31人、教職員11人、保護司６人、亀戸地区対委員長、
同副委員長等６人、城東警察署１人、第三亀戸中学校長、
区職員１人
内 容：講義「青少年を取り巻く環境と現状について」
講師 城東警察生活安全課少年第一係長 櫻井基裕氏
ビデオ学習 グループ討議
○青少年非行化防止ミニ集会 (江東区亀戸地区対)
開催日：７月15日（金） 場所：亀戸中学校
出席者：PTA12人、教職員５人、保護司９人、更生保護女性会
３人、亀戸地区対委員長、同副委員長等７人、城東警察署
１人、亀戸中学校長、区職員１人
内 容：講義「青少年を取り巻く環境と現状について」
講師 城東警察生活安全課課長代理 大場 芳氏
ビデオ学習 グループ討議
○青少年非行化防止ミニ集会 (江東区亀戸地区対)
開催日：７月20日（水） 場所：第二亀戸中学校
出席者：PTA11人、教職員９人、保護司７人、更生保護女性会７
人、亀戸地区対委員長、同副委員長５人、城東警察署１人、
第二亀戸中学校長、区職員１人
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内

容：講義「青少年を取り巻く環境と現状について」
講師 城東警察生活安全課少年第一係長 櫻井基裕氏
ビデオ学習 グループ討議
○青少年非行化防止ミニ集会 (江東区亀戸地区対)
開催日：７月21日（水） 場所：第二亀戸中学校
出席者：PTA11人、教職員９人、保護司７人、更生保護女性会７人、
亀戸地区対委員長、同副委員長５人、城東警察署１人、第二亀戸
中学校長、区職員１人
内 容：講義「青少年を取り巻く環境と現状について」
講師 城東警察生活安全課少年第一係長 櫻井基裕氏
ビデオ学習 グループ討議
○環境浄化推進会「講演会」 (江東区南砂地区対)
開催日：７月１日 場所：砂町区民館
出席者：砂町連合町会長、城東警察署少年係長、江東区砂町北分区
長、同 砂町南分区長、民生・児童委員協議会北砂地区会
長、同 南砂地区会長、江東区社会福祉協議会事務局長、
地域振興部 青少年課長、環境浄化推進委員、青少年対策
南砂・砂町地区委員会委員

内 容：講演会
○防犯少年野球大会
（品川区）
しながわ区民公園 他
【延べ１２件】 会場
期間

（５月）〜７月１日〜18日
1,525人参加
区内警察署管内の防犯野球大会
防犯協会と少年野球連盟、品川区共催
○教育長杯少年少女サッカー大会
会場
八潮多目的広場 他
期間
（６月）〜７月１日〜９日
小学４、５年生 500人参加
品川区少年サッカー連盟 品川区共催
○社会を明るくする運動
・街頭広報活動
開催日：７月１日（金）
場 所：区内８箇所
内 容：犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について、
理解を深めるための啓発活動を行う。
参加人数：696名
・中央大会
開催日：７月22日（金）
場 所：きゅりあん小ホール
内 容：青少年の善行をたたえ、表彰状と記念品を贈呈する。
受賞者による体験報告、伊藤学園吹奏楽部による記念演奏
を実施する。
参加人数：343名
表彰内訳：計41件
善行表彰 個人２件、団体17件
特別表彰 個人17件、団体５件
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○薬物乱用防止推進キャンペーン（目黒区民センター）

（東京都薬物乱用防止推進
目黒地区協議会）

【延べ１件】
（大田区）
【延べ７件】

（渋谷区）
【延べ２件】

（中野区）
【延べ２件】

（杉並区）

○第61回“社会を明るくする運動”大田区推進委員会による大田区民のつどい
開催日: ７月９日 場所:大田区民センター・音楽ホール
出席者: 大田区長、大田区教育長、大田区保護司会会長、
東京保護観察所次長他、推進委員会を構成する
31機関・団体の関係者、一般区民等
内容: 中学生の意見発表・吹奏楽、保護司の講演、
大田区更生保護女性会の踊り等
○第61回“社会を明るくする運動”大田区地区推進委員会による
地区集会（特別出張所を単位として構成）を、23年７月は区内６箇所で実施
（合計で約2,000名動員）
内容：法務省広報ビデオ等の上映、大森少年センター職員の講演
中学生の意見発表等

第29回社会環境を明るくしよう渋谷区民のつどい
（法務省主唱第61回社会を明るくする運動）
○駅頭活動
開催日：７月１日
場所：恵比寿駅、渋谷駅、原宿駅、千駄ヶ谷駅、代々木駅、笹塚駅
出席者：渋谷区長、渋谷区保護司会、渋谷区環境浄化連絡協議会ほか
内容：“社会を明るくする運動”趣旨が印刷されたメディックバン・ポ
ケットティッシュを配布し、広く同運動の趣旨を周知する
○地区大会
開催日：７月２日、９日
場所：文化総合センター大和田、千駄ヶ谷区民会館、幡ヶ谷区民会館
出席者：渋谷区長、渋谷区保護司会、渋谷区環境浄化連絡協議会ほか
内容：鼓笛隊演奏、中学生の意見発表、作品展示、講演
○第61回“社会を明るくする運動”推進委員会
開催日：６月７日 会場：中野区 勤労福祉会館
出席者：区長、教育長、杉並児童相談所長、中野区保護司会長など
出席人数99人
○“社会を明るくする運動”第17回金田喜稔少年サッカー教室ｉｎ中野
開催日：７月30日 会場：中野区立第十中学校
講師：金田喜稔氏 他 参加団体：中野区内少年サッカーチーム
第61回社会を明るくする運動

【延べ２件】 ○第2回杉並区青少年囲碁大会
開催日：７月16日（土）
会 場：セシオン杉並
○杉並区民のつどい
開催日：７月22日（金）
会 場：セシオン杉並
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（荒川区）
【延べ１件】

（青梅市）
【延べ１件】

（町田市）
【延べ２件】

（狛江市）
【延べ１件】

（清瀬市）
【延べ１件】
（警視庁）
【延べ２件】

内
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○第6回あらかわ｢社明」コンサート
開催日；７月９日 場所：サンパール荒川（荒川区民会館）
出席者；区長、副区長、教育長、“社会を明るくする運動”
各地区推進委員会会長
内容；啓発ビデオ上映、“社会を明るくする運動”作文
コンテスト優秀作朗読、楽器演奏
○霞川の清掃活動
（青少年対策第八支会地区委員会）
開催日：７月10日
場 所：東青梅地区内霞川
内 容：河川清掃
参加者：子供50人、中学生100人、大人250人、合計400人
○社会を明るくする運動 駅前街頭キャンペーン
開催日：７月１日（金）
場所：町田駅周辺
○社会を明るくする運動 記念講演
開催日：７月29日（金）
場所：町田市民ホール
○社会を明るくする運動推進大会とコンサート
開催日:７月18日（月） 場所: 狛江エコルマホール
出席者:主催者：市長、狛江分区保護司会正副会長、民生委員
協議会会長、市立学校ＰＴＡ連合会会長、防犯協会会長 計６人
来賓：市議会議長、東京保護観察所立川支部統括保護観察官、
東京保護観察所立川支部保護監察官、調布狛江地区保護司会
正副会長、教育長 計６人
内容：・推進委員会会長，推進委員長，来賓等挨拶
・中学生啓発標語優秀作品入選者（４人）表彰
・決議文の読み上げ
・市内中学校の吹奏楽部によるコンサート
○きよせ子どもコンサート
開催日：７月９日 場所：清瀬けやきホール
内 容：太鼓演奏、吹奏楽部による演奏、東村山警察による腹話術
○第32回少年の健全育成をめざす全都大会
開催日：７月12日（火） 午後１時30分〜３時30分まで
場所：日比谷公会堂
○第39回東京少年柔道・剣道練成大会
開催日：７月28日（木）午前９時〜午後４時30分まで
場所：日本武道館

（ 東京都

区

分

内

6 / 17）

容

2 広報啓発活動
○区広報紙への掲載
（千代田区）
【延べ４件】 ○ポスターの掲示
○社会を明るくする運動
○社会を明るくする運動

駅前一斉広報活動
街頭パレード

○社会を明るくする運動
(中央区）
【延べ１件】 ・広報誌による広報
・駅前ビジョンによる広報
・懸垂幕・横断幕の掲出
・７月１日街頭広報活動
・盆踊り・ラジオ体操会場における広報活動

(港区）
【延べ２件】

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」ポスター掲示
平成23年6月29日
掲示場所：総合支所（５カ所）、図書館（３カ所）
○港区広報紙「広報みなと」に掲載して啓発
平成23年7月１日号
原稿：1,200字程度
発行部数：120,000部

○懸垂幕の掲出(社会を明るくする運動）
（新宿区）
【延べ 5 件】 （新宿区役所は７月、８月に掲出、区内デパートは７〜８月のうち１週間程度）
○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】

○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２日（土）
場所：東京ドーム周辺、ラクーア内、礫川公園
内容：構成団体をはじめ、少年野球チーム､ボーイスカウト､
ガールスカウトが参加し、東京ドーム周辺で啓発品
（ティッシュ・救急絆創膏）を配布し、社明運動の趣旨
を呼びかけた。
参加者：636人
〈内訳〉少年野球チーム･ボーイスカウト･
ガールスカウト：353人
マーチングユース：45人
来賓・関係者：21人
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○ホームページによる広報（台東区）
（台東区）
【延べ２５件】 ○中学校にて薬物乱用防止教室（区内警察署）
○小学校にて万引き防止等セーフティー教室（区内警察署）
○不審者進入対策教室（区内警察署）
○浅草駅前非行・被害防止キャンペーン、啓発パンフレット・ティッ
シュ等の配布（区内警察署）
○中学校にて健全育成のための講演会（区内警察署）
○幼稚園・子どもクラブ・小学校にて青少年非行・被害等防止講話
（区内警察署）
○中学校・駅前・まつり会場・イベント会場にてあいさつ運動
健全育成の声かけ・啓発品の配布（更正保護女性会、台東区保護司会）
○上野夏祭りパレードにて主旨の放送、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
（社明台東区推進委員会、上野観光連盟）
○「子どもの安全」巡回パトロール業務における広報（台東区）
（青色回転灯付パトロール車４台にて、学校・児童館・公園等の
子どもに関係する施設や通学路を中心に、広報をしながら巡回）

（墨田区）
【延べ２件】

○懸垂幕の掲出（墨田区役所庁舎前）
期間：７月１日〜７月31日
○「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）

開催日：７月１日 場所：JR錦糸町駅前
出席者：墨田区保護司会、更生保護女性会等

（江東区）

○区報による広報

約100人

28万部

【延べ６件】 ○ホームページへの掲載
○懸垂幕の掲出
２ヶ所
○広報紙による広報（江東区小松橋地区） 4,500部配布
○啓発物の配布
開催日：７月12日 場所：江東区小松橋地区（小松橋区民館）
出席者：小松橋地区委員会委員長、区職員１人、
区民７人（地区委員会委員、保護司）
内 容：上記１①の講演会の際に、啓発物配布
対象者：161人
○社会を明るくする運動（啓発物品の配布）(江東区 南砂地区対)
開催日：７月１日
場所：東京メトロ 南砂町駅頭
出席者：保護司会16名、更生保護女性会11名、青少年対策南砂
地区委員会 委員17名
内 容：のぼり旗、マイクによる街頭宣伝活動、
ティッシュ等の啓発物品の配布
配布数：1,000個

（品川区）

○懸垂幕の掲出

【延べ４件】 ○広報統合ポスター掲出
○広報統合チラシ配布
○夏季対策パンフレット作成、配付（いまこそ

大人の出番です）

（ 東京都

区

分

内
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容

○目黒区HPに「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の内容を掲載
（目黒区、保護司会）
【延べ３件】 ○めぐろ区報に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の内容を掲載
○社会を明るくする運動ポスター、薬味紙による広報活動（目黒区全域）

（大田区）
【延べ３件】

○第61回“社会を明るくする運動”広報誌の作成・配布
区立小・中学校、保育園、幼稚園、自治会・町会、出張所等へ、
計82,000部を配布
○懸垂幕･横断幕の掲出（第61回“社会を明るくする運動大田区推進委員会）

区役所本庁舎、地域庁舎(2)、特別出張所(3)、警察署(2)へ掲出
○ＰＲ用品の配布等
7月1日、ＪＲ蒲田駅等、区内4駅付近で、“社会を明るくする運動”PR

用品であるティッシュペーパー、絆創膏等を配布
7月3日、東急多摩川線矢口渡駅、武蔵新田駅付近で、大田区保護司会
による“社会を明るくする運動”車両広報パレード、駅頭でのＰＲ用品

配布。拡声器により、本運動の啓発を図る。
○広報誌（紙）による広報（東京都世田谷区）
（世田谷区）
【延べ１件】

（中野区）

○“社会を明るくする運動”中野区内駅頭ＰＲ活動

【延べ７件】

活動場所：ＪＲ中野駅、東中野駅、西武線新井薬師前駅、西武線沼袋駅
西武線野方駅、西武線鷺宮駅、丸ノ内新中野駅、丸ノ内線中野坂上駅）
○区広報誌「なかの」6月20日号に“社会を明るくする運動”のPR記事を掲載

○保護司会広報誌に“社会を明るくする運動”PR記事を掲載
○“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１２地区推進委員会において、講演会や
コンサートなどで、リーフレット、メディックバン等を配布し、ＰＲ
活動を実施。

（杉並区）

第61回社会を明るくする運動

【延べ３件】 ○駅頭広報活動
開催日：７月１日（金）
場 所：区内15駅
○横断幕の掲出
○広報紙による広報（広報すぎなみ７月１日号）

（荒川区）

○あらかわ区報・区ＨＰによる“社会を明るくする運動”ＰＲ

【延べ４件】 ○“社会を明るくする運動”懸垂幕の掲出（荒川区推進委員会）
○“社会を明るくする運動”横断幕の掲出（日暮里地区推進委員会）
○“社会を明るくする運動”啓発物品の配布（各地区推進委員会）
○広報車による街頭広報活動（市内全域）
（八王子市）
【延べ６件】

（ 東京都

区

分

（立川市）
【延べ２件】

内
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○青少年健全育成地区委員長連絡会広報紙（「立川の青少年」）による広報
○広報紙による長期休み対策（夏休み）の掲示

○非行防止チラシの配布（東京都武蔵野市）
（武蔵野市）
【延べ１件】 （市内の小中高校（私立を含む）に所属している全児童・生徒に対して,夏
休み中の注意事項を記載したチラシを配布した。）

（三鷹市）

○懸垂幕の掲出（三鷹市）

【延べ４件】 社会を明るくする運動
○駅頭広報活動（三鷹市）
○講演のつどい（三鷹市）
○「みたか商工まつり」において刑務作業製品販売及び広報活動（三鷹市）

（青梅市）
【延べ５件】 ○横断幕の掲出（子ども家庭支援課）
期間中、市内の都道横断歩道橋２箇所および市庁舎４階ベランダの
計３箇所に「青少年を非行から守り健全な育成を」の横断幕を掲出
○電光掲示板（子ども家庭支援課）
７月25日から29日まで、市庁舎前庭の電光掲示板による
「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の掲示を実施
○「夏休みのしおり」の作成および配付（子ども家庭支援課）
７月下旬。小学生向け8,180枚、中学生向け4,360枚
○非行化防止啓発チラシの作成および配布
（青少年対策第二支会委員会）5,383枚
○健全育成チラシの作成および配布
（青少年対策第八支会地区委員会）７月上旬、1,300枚

（小平市）
【延べ４件】

○社会を明るくする運動駅頭広報宣伝活動
開催日：７月１日
場 所：小川駅、小平駅、花小金井駅
出席者：市長、教育長等 110人
内 容：啓発物資の配布
○広報紙による広報
市報こだいら（７月５日号）
青少年の非行・被害防止全国強調月間
○薬物乱用防止街頭キャンペーン
開催日：７月８日
場 所：花小金井駅・鷹の台駅周辺
出席者：東京都薬物乱用防止推進小平市地区協議会会員等
内 容：リーフレット、啓発グッズの配布
○社会を明るくする運動街頭広報宣伝活動
開催日：７月22日
場 所：市内
出席者：保護司 ８人
内 容：広報車による宣伝活動

59人

（ 東京都

区

分

内
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容

○市報による広報
（東村山市）
【延べ３件】 ○横断幕の掲出（庁舎の一部および市内公民館のうち１館）

（福生市）

○青少年育成地区委員会を通じて、健全育成ＰＲ用品の配布（福生市）

【延べ１件】
（狛江市）
【延べ２件】

（清瀬市）

○青少協だよりの発行（７月15日号）
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（金）午後４時30分から約１時間
場所：狛江駅前北口広場
○清瀬駅前にて街頭広報活動

【延べ１件】
○青少年補導連絡会による啓発パンフレット等の配布
（武蔵村山市）
【延べ６件】 ○広報紙（市報）による広報
○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紙（市報）、ポスター等
によるＰＲ活動の実施

（瑞穂町）

○広報誌による広報（７月号）

【延べ１件】
○広報紙による強調月間の広報（奥多摩町）
（奥多摩町）
【延べ２件】 ○啓発のチラシ（３種類）を作成し、小中学校の児童、生徒及び
町内の各家庭に全戸配布（奥多摩町）

（大島町）

○ポスター、リーフレット配布

【延べ１件】
○広報誌（紙）による広報（青ヶ島村）
（青ヶ島村）
【延べ１件】

（警視庁）
【延べ２件】

○万引き防止パンフレットの作成
○各警察署単位での非行防止・薬物乱用防止等キャンペーンの実施

（ 東京都

区

分

内
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3 有害環境浄化活動
○みたま祭り夜間パトロール
（千代田区）
【延べ 1 件】
○合同補導への参加 （警視庁主催）
７月25日
（中央区）
・中学校の生活指導主任２名が警察および他区の生活指導主任とともに
【延べ 1 件】
秋葉原地区の見回りと非行防止活動を実施。
○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）
（新宿区）
【延べ 1 件】

（台東区）

○駅前等の環境美化活動（区内警察署）

【延べ７件】 ○駅前等の一斉街頭補導活動（区内警察署）
○小中学校周辺の清掃活動（区内警察署）

（墨田区）
【延べ２件】

（江東区）
【延べ７件】

○夜間一斉パトロールの実施
実施日：７月〜８月
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
○「環境実態調査」(江東区白河地区対)
開催日７月26日
場所：江東区白河地区管内
出席者：地区対委員16人
内容：パトロール、声かけ
○青少年対策富岡地区委員会「環境実態調査」
開催日：７月22日 場所：富岡地区管内
出席者：地区対委員28名
内 容：パトロール
○水辺周辺の危険箇所点検 (江東区豊洲地区対)
開催日：７月17日 場所：江東区豊洲地区
参加者：豊洲地区対委員長、豊洲地区対環境部員2名、区職員1名
内 容：水辺周辺の危険・立ち入り禁止箇所の点検
啓発立て札の設置・補修
○子ども１１０番協力依頼活動 (江東区豊洲地区対)
開催日：７月１日〜31日(１年通して活動)
場 所：江東区豊洲地区
参加者：豊洲地区対環境部員10名 他部会も協力
内 容：子どもたちが、危険を感じた時に近くのお店等に助けを
求め逃げ込めるよう、コンビニ等へ協力を依頼
成 果：新規協力店1店舗
○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（江東区東陽地区対）
○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）

（ 東京都

区

分

内
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○環境浄化推進会
(江東区砂町地区対)
開催日：７月1日 場所：砂町出張所３階タウンホール
出席者：砂町地区対委員長、砂町連合会長、保護司会会長、
城東警察署少年係長、保護司、民生・児童委員、
青少年委員、保護者
内容：平成23年度砂町地区夏季対策重点目標読み上げ
各学区域内パトロール

（品川区）

○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】
○社会を明るくする運動駅頭広報活動（JR目黒、東急線区内各駅）
（目黒区）
（目黒警察署、保護司会、更 ○薬物乱用防止教室（目黒学院高校、目黒高校）
生保護女子会、民生・児童委
員協議会）

【延べ８件】
（中野区）
【延べ２件】

○中野区夢通りギャラリーに環境浄化ポスターの展示
○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、区民活動センター）

【延べ２件】

有害環境改善事業 （杉並区各青少年育成委員会
○ 地域パトロール
○ 不健全図書類の販売・陳列等の実態調査

（杉並区）

（荒川区）

17団体）

○地域清掃・不健全ビラはがし・立看板撤去（青少年育成日暮里地区委員会）

【延べ１件】
（板橋区）

○ 有害図書･ビデオ等自動販売機実態調査（板橋区）

【延べ１件】
○不良雑誌等自動販売機、レンタルビデオ店、ゲームセンター・ゲー
（江戸川区）
【延べ１件】 ム機設置店、カラオケボックス、まんが喫茶・インターネットカフェ
の実態調査（江戸川区）

（青梅市）
【延べ１件】
（昭島市）

○不健全雑誌の自動販売機による販売自粛等関連業者への協力依頼
（子ども家庭支援課）７月下旬

○有害図書･ビデオ等自動販売機実態調査

【延べ１件】
（町田市）
【延べ２件】
（清瀬市）

○不健全図書等調査
○防犯・非行防止等夏季パトロール
○有害図書･ビデオ等自動販売機実態調査

【延べ１件】
（警視庁）
【延べ２件】

○管下一斉深夜補導（７月22日）
○公立中学高等学校との合同夜間補導（７月25日）

（ 東京都

区

分

内
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4 研修会等
○青少年委員会管外研修
（千代田区）
【延べ２件】 ○青少年対策地区委員会定例会

（中央区）
【延べ３件】

○生活指導主任研修会 ７月１日 会場：教育センター
・児童・生徒の夏季休業前の生活指導について
・児童・生徒の非行防止指導について
○適応教室事例検討会 ７月２０日 会場：教育センター
・不登校児童・生徒の具体的な支援や援助について
・不登校支援に対する保護者の理解について
○教育相談研修会 ７月２６，２８日 会場：教育センター
・児童・生徒のソーシャルスキルの育成について
・問題を抱える児童・生徒の支援や組織的対応
・関係諸機関との連携について

（台東区）
【延べ８件】

○区内小中学校生活指導主任会議（台東区・区内警察署）
○少年の非行・被害防止対策会議（社会を明るくする運動各地区委員会）
○保護司対象の研修「管内の有害環境と非行実態を知る」
（区内警察署、台東区保護司会）

青少年の社会参加活動
（品川区）
【延べ２３件】 ○区民まつり
開催日：７、８月の土曜日または日曜日
実施地区：区内１２地区（大井第一地区のみ、震災の影響で中止）
○ラジオ体操
開催日：７〜８月
実施地区：品川第一、品川第二、大崎第二、大井第二、荏原第二、
荏原第三、荏原第五、八潮
計８地区
○日帰りキャンプ
開催日：７月10日（日）
実施地区：大井第三地区委員会
○防犯パトロール
開催日：７月20日（水）〜８月31日（水）
実施地区：荏原第三地区委員会
○親子キャンプ
開催日：７月30日（土）〜31日（日）
実施地区：荏原第五地区委員会

（目黒区）

○社会を明るくする運動ミニ集会（目黒区内各所）

（保護司会、更生保護女子会）

【延べ２件】

（ 東京都

区

分
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○青少年育成地区委員会 合同研修会（江戸川区）
（江戸川区）
【延べ１件】
○青少年対策地区委員会連絡会
（八王子市）
【延べ２件】 ○青少年育成指導員地区幹事会

（立川市）

○青少年問題協議会

【延べ２件】 ○青少年補導連絡会地域別委員会（９中学校区）
（青梅市）
【延べ４件】

（福生市）

○社会を明るくする運動「ビデオと朗読の夕べ」
（青少年対策第二支会委員会、西多摩保護司会等関係団体との共催）
開催日：７月20日
場 所：長淵市民センター
参加数：26名
内 容：誌の朗読、ビデオ上映
○社会を明るくする運動「講演会」
（青少年対策大門地区委員会、西多摩保護司会等関係団体との共催）
開催日：７月22日
場 所：大門市民センター
参加者：45名
内 容：ビデオ上映、講演会、意見交換会
○子ども会育成会長会議
（青少年対策第八支会地区委員会）
開催日：７月７日
場 所：東青梅市民センター
参加者：23名
内 容：各子ども会活動状況等情報交換
○社会を明るくする運動「映画とお話の夕べ」
（青少年対策今井地区委員会、西多摩保護司会等関係団体との共催）
開催日：７月２日
場 所：今井市民センター
参加者：70名
内 容：講演「青少年犯罪の現状と対策」
青梅警察署 生活安全課少年係担当係長
映画「立ち直りを支える地域のチカラ」
○青少年問題協議会（福生市）

【延べ１件】

（ 東京都

区

分

内
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容

5 その他
○事業を通しての普及啓発活動
（千代田区）
【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、
地域イベント）
○啓発作品募集
（ポスター、標語、作文）

（中央区）
【延べ５件】

○各学校における「セーフティ教室」の実施 ７月中に６校で実施
・携帯電話の正しい使い方（フィルタリングについて）
・ハイテク犯罪防止
・不審者対応
・連れ去り防止
・薬物乱用防止
○こども１１０番事業の実施
(平成23年１月末現在協力者数：789件）
○防犯ブザーの配布
（平成22年度配布数：1,151個）
○安全パトロールの実施
小学校PTAが「安全パトロール」のプレートを自転車に掲示
して通学路のパトロールを実施する。（登下校時の安全管理）
○こども安全安心メールの配信
小・中学校、幼稚園、保育園において、不審者情報や緊急連
絡などの情報を、登録者の携帯電話等にメール連絡する。
（平成22年度登録者数：4,939件）

○文京矯正展
（文京区）
【延べ 1 件】 （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８、９、10日（金、土、日）
場所：文京シビックセンター地下２階 区民ひろば
内容：刑務所に関するパネル・模型展示
刑務所作業製品の展示・販売
文京区更生保護女性会による「古代米」の販売
来場者数：約3,400名（推定）
売上：約248万円（古代米は除く）
○デイキャンプ（林試の森公園、田道広場公園、上目黒小学校）
（目黒区）
○工作教室（下目黒小学校）
（目黒警察署、碑文谷警察
署、目黒区各住区住民会議青 ○科学で遊ぼう（環境エネルギー館）
少年部、保護司会、母の会） ○碑文谷盆踊り（碑文谷公園）
【延べ ４１件】 ○自転車安全教室（大岡山小学校、原町小学校）
○ラジオ体操（碑文谷八幡宮境内、菅刈小学校、向原小学校、上目黒小学校）

○社会を明るくする運動１円玉募金活動（目黒区全域）
○盆踊りパトロール（祐天寺境内）

（ 東京都

区

分

内
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容

【延べ ４１件】 ○学校探検 ナイトハイクと防災のおはなし（烏森小学校）
○セーフティ教室(第四中学校、第八中学校、上目黒小学校）
○不審者対応訓練（中目黒住区児童館、上目黒小学校、月光原小学校、碑
小学校、緑ヶ丘小学校）
○少年犯罪防止被害防止教室（第十一中学校）
○地域教育懇談会（第八中学校、向原小学校、菅刈小学校）
○大岡山小地域懇談会（大岡山小学校）
○バス旅行協力（碑文谷町会）
○歩いて発見！わが町 原町（原町周辺）
○子どもと大人のグラウンドゴルフ（原町小学校）
○キャンプ（西湖観岳園キャンプ場）
○すいか割り大会（駒場野公園環境学習施設）
○夏だ！津軽だ！三味線だ！（駒場小学校体育館）
○東山盆踊り大会（東山小学校）
○写生大会（東山公園）
○少年野球大会（中目黒小学校、学校サポートセンター、碑文谷野球場）
○東京少年柔道剣道練成大会（日本武道館）

（中野区）

○”社会を明るくする運動”作文コンテスト

【延べ１件】
（杉並区）

スポーツ・文化活動（杉並区各青少年育成委員会

17団体）

【延べ４件】 ○ラジオ体操
○盆おどり
○盆おどり
○体験活動

（青梅市）
【延べ４件】

など

○ジュニアリーダー講習会
（青少年対策小曾木地区委員会）
社会活動参加を通じて、青少年が地域の一員としての自覚を持ち、
自立心の育成・確立を図ることを目的とし、地区内の小・中学生が
主体となって黒沢川清掃活動を行う。
（講習会は６/18、７/９、８/13の計３回、８/７清掃活動）
○ジュニアリーダー・キャンプ教室
（青少年対策小曾木・成木地区委員会合同）
健全な子どもの育成と非行防止のため、集団の中で規律を学ぶ
ことを目的の一つとし、キャンプ教室を行う。７/23〜24
○夏休み学習室の開設
（青少年対策新町地区委員会）
○夏休み体験教室の開催
（青少年対策新町地区委員会）
マジック教室、囲碁教室、初心者将棋教室

（ 東京都

区

分

（昭島市）
【延べ１件】

（福生市）

内

容

○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
（懸垂幕及びのぼり旗の掲出、啓発チラシの配布）
また、年間を通して「あいさつ運動標語」のマグネットシートを
庁用車に掲示
○「夏休み期間中 青少年のために実施する事業」実施

【延べ１件】 （事業名多数）
（瑞穂町）
【延べ６件】
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○６地区による防犯パトロール（７月〜８月）
各地区青少年協議会委員による夜間のパトロール

