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分

内
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容

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】

（中央区）

○社会を明るくする運動

【延べ１件】 ・犯罪防止啓発集会
開催日：7月25日
会場：日本橋社会教育会館
内容：非行犯罪臨床心理学教授による講演会ほか

（港区）
【延べ１件】

（新宿区）
【延べ２件】

（文京区）
【延べ１件】

（台東区）
【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
平成24年6月26日（火）開催
10地区委員会
平成24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62回「社会を明るくする運動」新宿通り広報パレード及び式典
開催日：7月1日（日）
場所 ：新宿3丁目交差点→JR新宿駅東口広場
出席者：区長、新宿駅長、警察署長、青少年関係者、消防少年団
交通少年団、区立小学校鼓笛隊等 39団体916名
内容 ：新宿未来特使鉄腕アトム、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と音楽（新宿区更生保護女性会主催）
開催日：7月17日（火）
場所 ：箪笥地域センター
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 82名
内容 ：①講演「刑務所の経済学」
中島隆信氏（慶応義塾大学商学部教授）
②クラシック・ギターコンサート
西村正秀氏
○平成24年度 文京区社会を明るくする大会
開催日：7月16日（月・祝）
場
所：文京シビックホール 小ホール
内容：・青少年の意見発表
区立中学校生徒 ３名（第八中・第九中・第十中）
・青少年の活動発表
子どもの遊び場「けやき塾」けやきッズ（民舞）
駒込高等学校和太鼓部（和太鼓）
参加者：319人
〈内訳〉構成団体：204人 一般：21人
出演者：58人 来賓・関係者：36人
○映画「オヤジのひとこと」上映と親子関係・非行防止・立ち直り
支援について懇談会（台東区）

（ 東京都

区

分

（墨田区）
【延べ１件】

（江東区）
【延べ８件】

内
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容

○「社会を明るくする運動」中央集会
開催日：7月21日（土） 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：477名
内容：式典、講演会等
○「第１回地域座談会」(江東区富岡地区対)
開催日：7月9日 場所：深川第二中学校視聴覚室
出席者：保護司、町会・自治会、PTA、警察、地区対委員等46人
内容：テーマ「ひろげよう心のネットワーク」、講演、意見交換会
○「第2回地域座談会」(江東区富岡地区対)
開催日：７月13日 場所：富岡区民館ホール
出席者：保護司、町会・自治会、PTA、警察、地区対委員等64人
内容：テーマ「ひろげよう心のネットワーク」、講演、意見交換会
○青少年非行化防止講演会(江東区小松橋地区対)
開催日：7月18日 場所：江東区小松橋地区（小松橋区民館）
出席者：町会、地区対、保護司、民生児童委員、PTA、学校、
更女会、その他（合計131人）
内 容：講演
○「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11日(水）場所：都立江東商業高等学校武道場
出席者：保護司、薬物乱用防止江東地区協議会指導員、亀戸地区対
委員等、江東商業校長、同教員、同生徒(2年生170人)、
区職員（合計197人）
内 容：テーマ「薬物乱用はダメ！ゼッタイ！」、講演、
薬物DVD放映、質疑応答
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
○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6日（金） 場所：第二亀戸中学校
出席者：PTA、教職員、保護司、亀戸地区対委員長等、城東警察署、
第二亀戸中学校長、区職員（合計56人）
内 容：テーマ「青少年を取り巻く環境と現状について」、講演、
ビデオ学習、グループ討議
講 師：城東警察生活安全課課長代理 大場芳氏
○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18日（水） 場所：第三亀戸中学校
出席者：PTA、教職員、保護司、亀戸地区対委員等、城東警察署、
第三亀戸中学校長、区職員（合計60人）
内 容：テーマ「青少年を取り巻く環境と現状について」、講演、
ビデオ学習、グループ討議
講 師：城東警察生活安全課少年第一係長 矢口和彦氏
○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19日（木） 場所：亀戸中学校
出席者：PTA、教職員、保護司、亀戸地区対委員等、城東警察署、
亀戸中学校長、区職員（合計58人）
内 容：テーマ「青少年を取り巻く環境と現状について」、講演、
ビデオ学習、グループ討議
講 師：城東警察生活安全課少年第一係長 矢口和彦氏

（ 東京都

区

分

（江東区）
【延べ８件】

内
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○児童虐待防止講演会・薬物乱用防止ビデオ上映会(江東区大島地区対)
開催日: ７月12日 場所: 総合区民センター2階レク・ホール
出席者: 区長、PTA、保護司、民生委員、町会・自治会、
地区対委員等（合計141人）
内 容:ビデオ上映 「『ダメ。ゼッタイ。』薬物乱用は脳を破壊す
る！」、「青少年を取り巻く現状について」事例紹介、
「児童虐待防止について」講演

○防犯少年野球大会
（品川区）
しながわ区民公園 他
【延べ１１件】 会場
期間

（5月〜）7月1日〜16日
1,387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
（5月〜）7月1日〜8日
小学5年生を中心に 485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2日（月）
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：689名
・中央大会
開催日：7月27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：356名
表彰内訳：計49件
善行表彰 個人0件、団体25件
特別表彰 個人18件、団体6件
○薬物乱用防止推進キャンペーン（目黒区民センター）
（目黒区）
（目黒区、東京都薬物乱用防 ○社会を明るくする運動・映画鑑賞と対話集会（目黒区民センターホール）
止推進目黒地区協議会、目黒
警察署、保護司会、更生保護
女子会、民生・児童委員協議
会）

【延べ２件】

（ 東京都

区

分

（大田区）

内

4 / 20）

容

○第62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

【延べ７件】 つどい
開催日: 7月6日 場所:大田区民ホールアプリコ・大ホール
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、推進委員会を構成する32の機関・団体関係者、
一般区民等
内 容: 中学生の意見発表、羽田中学校特別支援学級の琴演奏、
東京実業高等学校マーチングバンド部の吹奏楽
○第62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
※地区集会は特別出張所を単位として構成
開催日：7月期間中に区内6箇所で開催
内 容：区内中学校吹奏楽部演奏、法務省矯正研修所職員による講演、
警視庁大森少年センター職員による講演、中学生の意見発表、
落語、歌唱等

（渋谷区）
【延べ２件】

（中野区）
【延べ１件】

（杉並区）
【延べ２件】

（豊島区）
【延べ１件】

第30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62回社会を明るくする運動）
○駅頭活動
開催日：7月2日（月）
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」の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7日（土）
場所：リフレッシュ氷川、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、講演ほか
○“社会を明るくする運動”第18回金田喜稔少年サッカー教室ｉｎ中野
開催日：7月28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、
中野区立中学校サッカークラブ
第62回社会を明るくする運動
○第3回杉並区青少年囲碁大会
開催日：7月14日（土）
会 場：セシオン杉並
○杉並区民のつどい
開催日：7月27日（金）
会 場：セシオン杉並
○第62回社会を明るくする運動
開催日：7月21日（土）
場所：豊島公会堂
内容：作文コンテスト受賞者の表彰と発表
映画「大地の詩‐留岡幸助物語‐」上映

（ 東京都

区

分

（荒川区）
【延べ１件】

（板橋区）
【延べ１件】

（練馬区）
【延べ３件】

（葛飾区）
【延べ１件】

（青梅市）
【延べ３件】

内
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○第7回あらかわ｢社明」コンサート
開催日：6月30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
○平成24年度 健全育成・社明大会
開催日：6月9日（土）
場所：板橋区立文化会館 大ホール
内容 ・式典
・青少年の活動発表
区立中学校吹奏楽部2校による演奏
・講演
講師 親野 智可等（教育評論家）
テーマ 「家庭・学校・地域で子どもを伸ばすには？」
参加者：900人
社会を明るくする運動（練馬区実行委員会）
○パネル展 7月1日〜7月31日（練馬区）
○社会を明るくする運動フェスティバル（練馬区）
開催日：7月7日
場所：練馬区
参加者：更生機関・団体、区民等 1,030人
内容：舞台発表、会場内における各種催し
○社会を明るくする運動のつどい（練馬区）
開催日：7月24日
場所：練馬区
参加者：更生機関・団体、区民等 554人
内容：式典、アトラクション
○ かつしか区民の集い
開催日：平成24年7月25日(水)
13:00〜16:30
場 所：かめありリリオホール
出席者：区長、教育長、衆議院議員、東京都議会議員、
・飾区議会議員、警察署、消防署、青少年育成関係者等
内 容：善行青少年表彰式、少年の主張入賞者の発表
区立小・中学校の吹奏楽の演奏等
参加者数： 690名
○大門地区第40回少年少女球技大会
開催日：7月1日（日）
場 所：青梅市立第三小学校 校庭および体育館
内 容：ミニサッカー 8チーム、ミニバスケット 7チーム
実施団体：大門地区子供会育成会、第三支会、青少年対策大門地区
委員会の3団体共催
○大門地区「社会を明るくする運動」講演会
開催日：7月20日（金） 参加者人数 30人
場 所：青梅市大門市民センター
内 容：ビデオ上映と、講演（青梅警察署少年係長）および意見交換
実施団体：保護司会、第三支会、大門地区子供会育成会、青少年対策
大門地区委員会の4団体共催

（ 東京都

区

分

（青梅市）
【延べ３件】
（調布市）
【延べ３件】

（町田市）
【延べ２件】

（日野市）

内

6 / 20）

容

○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8日（日）
参加者：約400人（大人250人、中学生120人、子供30人）
○青少年非行防止パネル展
開催日：7月2日
○中学生サッカー教室（狛江市社会を明るくする運動推進委員会共催）
開催日：7月21日
○中学生意見発表会
開催日：7月28日
○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3日（火）
場 所：駅頭（市内6ヶ所）・街頭（市内4ヶ所）
○社会を明るくする運動 記念講演
開催日：７月30日（月）
場 所：町田市民ホール
社会を明るくする運動

【延べ２件】 ○こども・いきいき・ふれあいステージ

（狛江市）
【延べ１件】

開催日：7月7日(土) 場所：七生中
内 容：市内の小中学校の生徒が楽器演奏等を披露、警察による防犯トーク等
生徒・教員・地域の方に広報用品を配布
主 催：日野・多摩・稲城地区保護司会 日野分区
日野・多摩・稲城地区更生保護女性会 日野分区
出席者：市長、教育長、教育参事、総務部長、子ども部長、日野警察署少年
係長、東京保護観察所立川支部長、日野・多摩・稲城地区保護司会
会長、保護司会日野分区長、日野市七生地区青少年育成会会長、
日野・多摩・稲城更生保護女性会会長、ぴーぽくん
○作文コンテスト
対 象：市内の小中学校
テーマ：日常の家庭生活、学校生活等の中で体験したことをもとに、
犯罪や非行のない地域社会作りや犯罪や非行をした人の立ち直りに
ついて考えたこと
○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16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、調布警察署長 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（5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

（ 東京都

区

分

（警視庁）

内

容

○第33回少年の健全育成をめざす全都大会
開催日：７月10日（火） 午後１時30分〜3時30分まで
場所：日比谷公会堂
○第40回東京少年柔道・剣道練成大会
開催日：７月30日（月）午前9時〜午後4時30分まで
場所：日本武道館
○ネット犯罪防止講習会
（東京都総務局）
公立大学法人首都大学東京
開催日 平成24年7月18日（水）
場所
東京都立産業技術高等専門学校（品川キャンパス）
【延べ１件】
講師
大井警察署
参加者 本校1〜3年の学生
内容
インターネットの適正な利用に関する教育

【延べ２件】
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区

分

内
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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

○広報誌による広報
(中央区）
【延べ４件】 ○広報集合ポスターの掲示
○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」ポスターの掲示
○社会を明るくする運動
・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
・数寄屋橋公園街頭広報活動
・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24年7月3日
掲示場所：総合支所（5カ所）、図書館（6カ所）、教育センター、
子ども家庭課 計 13カ所
○港区広報紙「広報みなと」に掲載して啓発
平成24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1日〜8月31日までの間
・区内百貨店は同期間中1週間程度
○広報紙による広報
・新宿区広報「広報しんじゅく」6月25日号へ掲載
○啓発物品の配布
・社明メディックバン、ノート、鉛筆ほか
○区内デパート等での店内放送
・7〜8月中、店内放送の実施
○駅頭活動
・8月1日（水）西武新宿駅南口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７日（土）
場所：ラクーアのガーデンステージ・東京ドーム周辺・礫川公園
内容：啓発ティッシュ・メディックバン（救急絆創膏）を配布し、
運動の趣旨を訴える。
参加者：471人
〈内訳〉少年野球チーム･ボーイスカウト･
ガールスカウト：255人
構成団体：194人
来賓・関係者：22人

（ 東京都

区

分

内
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容

○社会を明るくする運動に参加し、上野駅前と浅草寺で薬物乱用防止
（台東区）
【延べ１４件】 に関する啓発品の配布（台東区）
○中学校・駅前・イベント会場等での薬物乱用防止・非行からの立ち
直りについての呼びかけ（台東区）
○上野夏まつりパレードで社明運動・薬物乱用防止について放送と
横断幕・プラカード等で啓発（台東区）
○ホームページによる広報（台東区）

（墨田区）
【延べ２件】

（江東区）
【延べ６件】

（品川区）

○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
開催日：7月2日（月） 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

約100名

○区報による広報
○ホームページへの掲載
○懸垂幕の掲出（2ヶ所）
○啓発物の配布(江東区小松橋地区対)
開催日：7月18日 場所：江東区小松橋地区（小松橋区民館）
出席者：小松橋地区委員等、保護司、区職員（合計9人）
内 容：上記１③の講演会の際に、啓発物配布
対象者：131人
○薬物乱用防止啓発運動 (江東区亀戸地区対)
開催日：7月26日（木） 場所：亀戸駅頭
出席者：保護司、亀戸地区対委員等、江東商業校長、同教員、
同生徒(2年生40人)、区職員（合計64人）
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：3,000個
○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2日（月） 場所：東京メトロ 南砂町駅頭
出席者：保護司会、更生保護女性会、青少年対策南砂地区委員等
（合計42人）
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
○懸垂幕の掲出

【延べ４件】 ○広報 統合ポスターの掲出
○広報 統合チラシの配布
○夏季パンフレットの作成、配付（いまこそ

大人の出番です）

○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）

（ 東京都

区

分

（大田区）
【延べ５件】

内
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○第62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62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
①7月2日朝、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
②7月2日午後、東急池上線池上駅付近で、“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
③7月8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）
【延べ７件】

（杉並区）

○“社会を明るくする運動”中野区内駅頭ＰＲ活動
場所：JR中野駅、JR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、丸ノ内線新中野駅、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。
第62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9日（月）
場 所：区内17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）

（豊島区）

○区広報紙への掲載（社会を明るくする運動）

【延べ４件】 ○懸垂幕の掲出（社会を明るくする運動）
期間：7月1日〜7月31日
○盆踊り・ラジオ体操会場における広報活動（社会を明るくする運動）
○区立中学校（8校）全生徒に社会を明るくする運動のメディックバンを配布

（荒川区）
【延べ４件】

○あらかわ区報・区HPによる“社会を明るくする運動”PR
○“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）

（ 東京都

区

分

（板橋区）
【延べ１件】
（練馬区）

内
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○「社会を明るくする運動」駅頭広報活動の実施（ティシュー等の配布）
開催日：7月2日 場所：板橋区役所前、駅前ほか
出席者：板橋区保護司会、更生保護女性会等
○広報誌（紙）による広報（練馬区）

【延べ１件】 ・「ねりま区報」
・「健やか運動協力店だより」
・「青少年とともに」
○社会を明るくする運動 駅頭キャンペーン活動（江戸川区）
（江戸川区）
【延べ１件】
○広報車使用による街頭広報活動
（八王子市）
実施日：平成24年7月8日(日)
【延べ１件】
内容:本市青少年育成指導員が広報車を使用し、青少年の健全育成を
呼びかける。

（立川市）

○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

【延べ２件】 ○広報紙による長期休み対策（夏休み）の掲示
（三鷹市）
【延べ４件】

○懸垂幕の掲出（三鷹市）
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）

○広報紙による広報

【延べ６件】 ・広報おうめ7月1日号への記事掲載
○啓発広報ポスターの掲示
・期間中、市役所および各市民センターに掲示
○市役所電光掲示板による啓発
・7月は、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です。（7月1日〜31日）

○横断幕の掲出
・「青少年を非行からまもり健全な育成を〜青梅市・青梅市青少年問題協議

会・青梅警察暑」庁舎ベランダ1ヶ所、都道横断歩道橋2ヶ所、計3ヶ所
への掲出（7月1日〜31日）
・「親と子の 心が通う 青梅の子〜青梅市青少年対策第10支会地区委員
会」河辺駅北口ペデストリアンデッキ「びっぐぷらむ」に1ヶ所（7月1日〜

（府中市）
【延べ４件】

（調布市）

14日）
○「夏休みのしおり」の作成および配付
・7月6日実施 小学生向け7,910枚、中学生向け4,200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
○電子掲示板による広報
○懸垂幕の掲出
○広報紙による広報
○府中市青少年対策地区委員会による街頭広報活動（延6回）
○非行防止駅頭広報活動（7月2日実施）

【延べ６件】 ○市報ちょうふ（7月5日号掲載）
○調布市公式ホームページ掲載（掲載期間7月5日〜7月31日）
○テレビ広報調布（ケーブルテレビ）による放送（放送日7月5日〜7月12日）

○ポスターの掲示（市関係各施設）
○市内公立・市立中学校へリーフレット配布

（ 東京都

区

分

（小平市）
【延べ４件】

内

12/ 20）

容

○社会を明るくする運動駅頭広報宣伝活動
開催日：7月2日
場 所：小川駅、小平駅、花小金井駅
出席者：市長、教育長等 100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 4・5面）
青少年の非行・被害防止強調月間
○薬物乱用防止街頭キャンペーン
開催日：7月5日、6日
場 所：鷹の台駅、花小金井駅周辺
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 60人
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16日
場 所：市内
出席者：保護司 5人
内 容：広報車による宣伝活動

（日野市）

社会を明るくする運動

【延べ３件】 ○懸垂幕の設置（日野市役所本庁舎内）
○ポスターの掲示（日野市役所本庁舎内）
○広報への掲載（広報ひの7月1日号）

（福生市）
【延べ３件】

（狛江市）
【延べ２件】

○健全育成PR用品の配布（青少年育成地区委員会）
○社会を明るくする運動（保護司会・更生保護女性会）
期間：7月1日〜7月31日
○青少年健全育成夏季対策事業の策定、
ホームページ掲載等による周知（子ども育成課）
○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2日（月）午後4時30分から約1時間
場所：狛江駅前北口広場

○横断幕の掲示
（東大和市）
「青少年の非行・被害防止全国強調月間」横断幕の掲示
【延べ２件】
（7月1日から7月31日の1か月間）
○市広報誌に掲載
「青少年の非行・被害防止全国強調月間」記事の掲載
（7月1日号）

（東久留米市）
【延べ２件】

○広報誌（紙）による広報（東久留米市）
・愛のひと声運動強調月間について
・かけこみハウスの協力について

（ 東京都

区

分

内
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○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

（多摩市）
【延べ２件】

○第62回社会を明るくする運動パレード（共催）
開催日：7月16日（月・祝）
場所：多摩センター駅
参加人数：707人
○広報紙による広報

○広報誌（紙）による広報（社会を明るくする運動）
（西東京市）
【延べ２件】 ○のぼり旗・懸垂幕の設置（社会を明るくする運動）
○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】
（警視庁）

○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

【延べ１件】

（ 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】
○月島補導連絡会街頭補導 7月14日 会場：月島草市会場
（中央区）
【延べ２ 件】 ・盛り場等における青少年の問題行動の実態把握等
○合同補導への参加 （警視庁主催） 7月27日
・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。
○有害環境浄化活動
（新宿区）
【延べ 1 件】 ・7月20日（金）歌舞伎町にて浄化活動実施

（墨田区）

○

【延べ１件】
（江東区）
【延べ４件】

（品川区）

夜間一斉パトロールの実施
実施日：7月20日（金） 対象：区内中学校校区内（12校区）

○「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13人
内容：パトロール、声かけ
○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）
○夏休み防犯パトロールのほか、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）
○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：砂町連合町会長、城東警察署少年係長、江東区保護司会
会長、同砂町北分区長、同砂町南分区長、江東区民生・
児童委員協議会北砂地区副会長、同南砂地区会長、江東
区社会福祉協議会事務局長、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(合計200人)
内 容：平成24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
○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）

○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、更生保護女子会、民
生・児童委員協議会）

【延べ１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、区民活動センター）

（杉並区）

有害環境改善事業

（杉並区各青少年育成委員会

【延べ２件】 ○地域パトロール
○不健全図書類の販売・陳列等の実態調査

17団体）

（ 東京都

区

分

（豊島区）

内
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○豊島区青少年育成委員会によるパトロール

【延べ１件】
（荒川区）

○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３件】 ○地域清掃・不健全図書実態調査（青少年育成尾久地区委員会）
○夜間パトロール（青少年育成荒川地区委員会）

（練馬区）

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（練馬区）

【延べ２件】 ○健全育成への協力店加入要請活動（練馬区）
○青少年育成地区委員会による夜間パトロール（江戸川区）
（江戸川区）
【延べ１件】
○青少年育成環境一斉クリーン活動
（八王子市）
実施日：平成24年7月8日(日)
【延べ１５件】

（青梅市）
【延べ２件】

（府中市）

内容:本市青少年対策地区委員会の主催により、環境の悪化
から青少年を守り、犯罪や非行を防止するため、地域
清掃活動等を実施(市内37地区委員会のうち15地区にて
実施)
○不健全雑誌等の自動販売機による販売自粛等についての協力依頼
・不健全雑誌・ビデオ・ＤＶＤ等自動販売機設置者1、パチンコ店9、
ビデオ販売レンタル店5、カラオケ店3、ゲームセンター5、コンビニ62、
合計85事業所（7月17日）
○成木地区防犯パトロール
・地域の小学校教員、PTA、駐在、青少対などでパトロールを行い非行
および犯罪被害防止につとめる。（7月12日）
○府中市と青少年対策地区委員会によるコンビニエンスストア

【延べ２件】 等への協力店指定調査、青少年の健全育成に良好な環境づくり、
（調布市）
【延べ２件】
（町田市）
【延べ２件】
（福生市）
【延べ１件】
（東久留米市）
【延べ１件】
（多摩市）
【延べ２件】

（警視庁）

非行防止の協力依頼（延144店補）
○府中市青少年対策地区委員会による夜間パトロール（延2回）
○有害環境調査（実施期間7月1日〜8月31日）
（調布市健全育成推進地区委員会委員による調査）
○非行防止街頭パトロール（7月30日実施）
○不健全図書等調査
○防犯・非行防止等夏季パトロール
○環境浄化運動・不健全図書チェックパトロール
（青少年育成地区委員会）
期間：7月、8月
内容：市内のコンビニ、書店、ビデオ店等の立入調査を行う。
○愛のひと声運動強調月間（東久留米市）
期間：7月21日〜8月31日
内容：青少年への声かけ、防犯パトロール。
○市内16地区委員会による合同夜間パトロール
開催日：7月19日（木）20時〜22時
場所：市内3駅（聖蹟桜ヶ丘駅・永山駅・多摩センター駅）周辺
参加人数：451名
○各地区委員会による地域パトロール
○管下一斉深夜補導（7月20日）

【延べ２件】 ○公立中学高等学校との合同夜間補導（7月27日）

（ 東京都

区

分

内
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4 研修会等
○青少年問題協議会
（千代田区）
【延べ３件】 ○青少年委員会管外研修
○青少年対策地区委員会定例会

（中央区）

○生活指導主任研修会

7月6日

会場：教育センター

【延べ３件】 ・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23、25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）

○地域ミニ集会利用目的とした保護司対象の研修会（台東区）

【延べ１件】
（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１件】
○施設見学研修
（豊島区）
日 時：7月10日（火）12時30分〜16時
【延べ２５件】
見学先：東京家庭学校
○ミニ集会
実施地区：4地区（社会を明るくする運動豊島区推進委員会）
内容：豊島区・警察・PTA・更生保護女性会・地域の方々と
犯罪予防について研修を行う。
○青少年の社会参加活動（社会を明るくする運動）
実施日：7月
・まつり・縁日
実施地区：1地区、2地区、3地区、6地区、8地区、9地区、10地区
12地区
・清掃活動
実施地区：2地区、9地区、11地区、12地区
・ポスター展
実施地区：1地区、7地区、11地区、12地区
・キャンプ
実施地区：8地区
・サマーコンサート
実施地区：11地区、12地区
・鼓笛隊町内パレード
実施地区：7地区
・和菓子をつくろう
実施地区：4地区
・山手線一周歩け歩け大会
実施地区：5地区
・朝顔の贈呈（朝顔を育て、地域に贈呈）
実施地区：9地区

（ 東京都

区

分

（練馬区）

内
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○青少年育成地区委員会会長会（練馬区）

【延べ２件】 ○青少年問題協議会（練馬区）
（葛飾区）
【延べ１件】

○青少年育成地区委員研修会
開催日：平成24年7月7日(土)
18:00〜21:00
場 所：かつしかシンフォニーヒルズ
内 容：4分科会による研修・講演等
参加者数： 281名

○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】

（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）

○社会を明るくする運動「ビデオとお話しの夕べ」（共催）

【延べ５件】

開催日：7月27日（金）
場 所：長淵市民センター
参加数：25人
内容：講演、ビデオ上映
○小曾木地区ジュニアリーダー・キャンプ教室
開催日：7月28日（土）〜29日（日）
内 容：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なう。
○成木地区ジュニアリーダー・キャンプ教室
開催日：7月28日（土）〜29日（日）
内容：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なう。
○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5日（木）
場所：東青梅市民センター
参加者：13名
内容：各子ども会活動状況等
○第62回“社会を明るくする運動”藤橋･今井地区『映画とお話の夕べ』（共催）

開催日：7月7日（土）
場所：今井市民センター
参加者：69名
内 容：講演「青少年犯罪の現状と対策」
青梅警察署 生活安全課課長代理
映画「君はひとりじゃない」

（調布市）

○調布市青少年問題協議会（7月2日開催）

【延べ３件】 ○調布市青少年補導連絡会（7月9日開催）
○調布市健全育成推進地区代表者連絡協議会（7月27日開催）

（福生市）

○青少年問題協議会

【延べ１件】
○青少年健全育成協議会連絡会
（東久留米市）
【延べ１件】

（ 東京都

区

分

内
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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）

○各学校における「セーフティ教室」の実施

7月中に5校で実施

【延べ５件】 ・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
・万引き防止
○こども110番事業の実施
(平成24年1月末現在協力者数：782件）
○防犯ブザーの配布
（平成23年度配布数：1,093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23年度登録者数：5,485件）
○文京矯正展
（文京区）
【延べ 1 件】 （共催：府中刑務所、（財）矯正協会刑務作業協力事業部）
開催日：7月19日(木）〜21日（土）
時間：午前9時30分〜午後4時
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展示
刑務所のミニチュア模擬居室展示
刑務所作業製品説明及び展示即売
文京区更生保護女性会による「古代米」の販売
文京区小石川福祉作業所によるパンや加工品等の販売
来場者数：約4,000人（3日間の推定）

（台東区）

○旧岩崎邸庭園早朝清掃活動（台東区）

【延べ８件】 ○警察署員による講話「夏休みの安全な過ごし方について」（台東区）
○柳橋納涼盆踊りでの各町会地域見回り活動（台東区）
○健全育成「親子の対話・共同作業」として親子紙工作教室や
ラジオ体操、藝大とのワークショップの開催（台東区）
青少年の社会参加活動
（品川区）
【延べ２４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13地区

（ 東京都

区

分

内
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○ラジオ体操
（品川区）
開催日：7〜8月
【延べ２４件】
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8日（日）
実施地区：大井第三地区委員会
○子どもカーニバル
開催日：7月8日（日）
実施地区：大井第一地区委員会
○防犯パトロール
開催日：7月20日（金）〜8月31日（金）
実施地区：荏原第三地区委員会
○不審者対応訓練（上目黒小学校）
（目黒区）
○ミニ縁日（上目黒小学校）
（目黒警察署、碑文谷警察
署、目黒区各住区住民会議青 ○自転車点検及び交通安全教室（大岡山小学校、原町小学校）
少年部、保護司会、母の会） ○ラジオ体操（碑文谷八幡宮境内、菅刈小学校、田道小学校、上目黒
【延べ ３６件】 小学校、大岡山小学校）
○社会を明るくする運動１円玉募金活動（目黒区全域）
○祐天寺夏祭り見廻りパトロール（祐天寺境内）
○大岡山小地域懇談会（大岡山小学校）
○ディキャンプ（田道広場公園）
○すいか割り（碑小学校）
○写生大会（東山公園）
○軍港クルーズと写生会（横須賀市）
○地域パトロール（住区エリア）
○東京都少年野球目黒地区大会（東山小学校他）

（中野区）

○”社会を明るくする運動”作文コンテスト

【延べ１件】
（豊島区）
【延べ２件】

（練馬区）
【延べ２件】
（青梅市）
【延べ５件】

○社会を明るくする運動 ふれあい相談
日時：7月の毎週（月）・（金）
9時30分〜12時、13時〜16時
○
社会を明るくする運動 作文コンテスト
○ジュニアリーダー養成講習会（練馬区）
○青少年育成地区委員会の健全育成事業（練馬区）
○三田地区多摩川遊歩道パトロール
実施日：７月28日（土）
実施団体：市青少年対策三田地区委員会、市自治会連合会第5支会等
内容：多摩川の遊歩道を歩き「川遊びの危険性」、「ゴミの持ち
帰り」を呼びかけながら、環境美化と水難事故等の危険防止
の意識を高めるとともに、参加児童の正義感を育む。
30人参加（子ども15人、保護者・スタッフ15人）
○小曾木地区黒沢川清掃に向けたジュニアリーダー講習会
・黒沢川清掃の周知ポスター作成および各自治会長宅への掲示依頼（7月7日）

・黒沢川清掃実行員会の正副委員長が自治会長会議に出席し、協力を依頼
（7月26日）

（ 東京都

区

分

（青梅市）

内

容

○親子さつまいも体験教室第2回目(じゃがいもの収穫)の実施

【延べ５件】 （新町地区青少対）
○夏休み学習室の開設（新町地区青少対）
○夏休み体験教室の開催（新町地区青少対）
・マジック教室、囲碁教室、初心者将棋教室

（府中市）

○府中市青少年対策地区委員会によるふれあい事業において、

【延べ１件】 青少年健全育成関連ちらし等を配布（延11回）
（調布市）

○夜間パトロール

【延べ１件】 （調布市健全育成推進地区委員会委員によるパトロール）
（福生市）
【延べ３件】

（多摩市）

○青少年の居場所づくり（児童館）
※事業多数
○「家庭の日」図画・作文の募集（子ども育成課）
期間：7月1日〜9月9日
対象：小・中学生
内容：夏休みに家族で出かけたことや普段の生活など、
「家庭の日」にちなんだ図画・作文を募集する。
○「福生市青少年の意見発表大会」原稿の募集
期間：7月1日〜9月16日
対象：中・高校生
内容：日常生活を通じて考えていることや体験など、
自由な意見を募集する。
スポーツ・文化活動等（市内地区委員会

16団体）

【延べ６件】 ○キャンプ
○バスハイク
○スポーツ大会（ソフトボール、ボーリング）
○セーフティ教室
○ラジオ体操
○盆踊り 等
○公立小・中学校朝のあいさつ運動（社会を明るくする運動）
（西東京市）
期間：７月17日(火)〜20日(金) 登校時間帯
【延べ１件】
場所：市立小中学校の校門にて
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