
（都道府県名：神奈川県）

平成２７年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果 

都道府県名 神奈川県 青少年行政主管課（室）名 青少年課 

区分 内 容 備考 

１大会等 

 

（神奈川県） 

○平成 27 年度青少年の健全育成を進める県民大会

開催日：7 月 11 日（土）

場 所：神奈川県立青少年センター

参加者：青少年指導員など青少年育成関係者及び青少年、PTA・学校関係

者、業界関係者、一般市民（約 600 人） 

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（神奈川県、神奈川県教育委員会、神奈川県警本部）、横

浜市 

内 容：オープニング、基調講演、パネルディスカッション 

テーマ：青少年の健やかな成長を支える地域社会づくり 

必要とされることの意味～自分探しの旅とボランタリーライフ～ 

○第 28 回神奈川県警察少年柔道剣道大会の開催

開催日：7 月 11 日（土）

場 所：横浜文化体育館

主 催：神奈川県警察、公益財団法人神奈川県防犯協会連合会

参加者：柔道 柔道団体戦 10 チーム

個人戦   11 人 

剣道 剣道団体戦 46 チーム 

 柔道・剣道参加合計 378 人  

内 容：県内の警察署等の道場において、柔道又は剣道の指導を受けている

少年らが、日頃の訓練の成果を発揮を発揮する場として開催。選手

相互の親睦を図るとともに、規範意識の向上を図った。 

○非行・被害防止サミットの開催

開催日：７月 15 日（水）

場 所：港北警察署

参加者：区内代表の児童生徒 74 人

 (小学生 25 校 50 人、中学生 10 校 20 人、高校生 ３校４人) 

内 容：子どもの非行・犯罪被害の防止を目的として、上記参加者が港北

警察署へ一堂に会して、グループ別に「万引き」、「いじめ」、

「ネットの使用方法」等個別テーマについて協議することにより、

規範意識の醸成を図った。 

（県央地域） 

○青少年健全育成講演会開催（大和市）

日時：7 月 11 日（土）

場所：大和市勤労福祉会館
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（都道府県名：神奈川県）

（湘南地域） 

○青少年にとってのよい環境を考えるつどい （藤沢市）

開催日：7 月 10 日（金） 場 所：藤沢市民会館小ホール

参加者：一般市民、ＰＴＡ、青少年指導員等 ３２０人

内 容：講演会「青少年のネット依存における現状と対策

～日本での新たなとりくみを中心に」

講 師：独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター医師

中山 秀紀氏 

（県西地域） 

○南足柄市子ども会連絡協議会（南足柄市）

開催日：7 月 5日（土）、6 日（日）

参加者：ジュニアリーダー・青少年育成推進員

内 容：ドッチボール大会

○山北町青少年健全育成大会（山北町）

開催日： 6 月 27 日（土）

場 所： 山北町

出席者： 町議会議長、県議会議員、県西地域県政総合センター副所長、

松田警察署生活安全課長、町長、副町長、教育長、健全育成会連

絡協議会正副会長、青少年育成関係者等 65 人、作文表彰者（町

内小中学生）13 人、一般町民 196 人 

内 容： 「少年の主張」作文発表、講演 

○青少年問題を考える集会（開成町）

開催日：7月 29 日 場所：開成町民センター

出席者：町長、教育長、青少年育成関係者等 65 人

内 容：講演(若者にしのびよる危険ドラッグ)

２広報啓発活

動 

 

○内閣府・警察庁作成ポスター掲示（県、各市町村、県内小・中・高等・中等

教育・特別支援学校等） 

○平成 27 年度社会環境健全化推進街頭キャンペーン（県、県教育委員会、各

市町村等） 

開催日：7、8月 

場 所：県内各地 全 52 箇所 

内 容：青少年を取り巻く社会環境の健全化への取組について、県民の理解

と協力を喚起するため、関係機関・団体と県、市町村が連携して

社会環境健全化推進のための街頭キャンペーンを実施。 

○平成 27 年度社会環境健全化推進街頭キャンペーン（神奈川県、川崎市）

開催日：７月 25 日（土）

場 所：川崎フロンパーク

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 

参加者：かながわ青少年社会環境健全化推進会議構成団体等 36 人 
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（都道府県名：神奈川県）

内 容：啓発物配布によるキャンペーン活動等 

○平成 27 年度社会環境健全化推進街頭キャンペーン（神奈川県、横浜市）

開催日：７月 29 日（水）

場 所：日産スタジアムトリコロールランド

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 

参加者：かながわ青少年社会環境健全化推進会議構成団体等 34 人 

内 容：啓発物配布によるキャンペーン活動等 

○青少年に関する九都県市共同啓発ポスターの作成・掲示・配布

配付枚数：1,100 枚

内    容：インターネット上の有害情報から子どもを守る取組として、啓

発ポスターを作成し市町村や学校等へ配布。 

○青少年のスマートフォン利用保護者啓発チラシの作成・配布

対  象：県内中学１年生・高校１年生保護者

部  数：195,000 部

内 容：スマートフォンの危険性、保護者の役割や家庭でのルールづくりを

呼びかける。 

○青少年保護育成条例等保護者啓発チラシの作成・配布

対 象：県内中学１年生保護者

部 数：113,000 部

内 容：条例周知チラシを作成し、公私立すべての中学校に配布。

○「平成 27 年度薬物乱用防止教室指導者講習会の開催について」

（平成 27 年７月 17 日付 保健体育課長・薬務課長からの依頼を、平成 27

年７月 27 日付、私学振興課から各私立（小・中・高等・中等教育・特別支

援）学校長へ情報提供した。） 

○「平成 27 年度防犯教室研修講座の開催について」

（平成 27 年６月 25 日付 保健体育課長からの依頼を、平成 27 年７月６日

付、私学振興課から各私立（小・中・高等・中等教育・特別支援）学校長

へ情報提供した。） 

○「通学路の交通安全の確保の徹底について」

（平成 27 年７月 22 日付 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長

からの依頼を、平成 27 年７月 27 日付、私学振興課から各私立幼稚園長及

び、各私立（小・中・高等・中等教育・特別支援）学校長へ情報提供し

た。） 

○「高等学校生徒及び高等専門学校学生による薬物乱用防止広報啓発映像及び
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（都道府県名：神奈川県）

ポスターの作品募集について」 

（平成 27 年７月６日付 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課か

らの事務連絡を、平成 27 年７月８日付、私学振興課から各私立（高等・中

等教育・特別支援）学校へ情報提供した。） 

○「青少年のインターネット利用に係る保護者向け普及啓発リーフレットを活

用した積極的な広報啓発の推進について」 

（平成 27 年６月 29 日付 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官

（青少年環境整備担当）他からの依頼を、平成 27 年７月３日付、私学振興

課から各私立（小・中・高等・中等教育・特別支援）学校へ情報提供し

た。） 

○「『生徒指導支援資料５「いじめに備える」』について」

（平成 27 年７月 28 日付 国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究セ

ンターからの事務連絡を、平成 27 年７月 29 日付、私学振興課から各私立

（小・中・高等・中等教育・特別支援）学校へ情報提供した。） 

○「平成 28 年使用交通安全年間スローガンの募集について」

（平成 27 年６月 16 日付 一般財団法人全日本交通安全協会・毎日新聞社か

らの事業案内を、平成 27 年７月２日付、私学振興課から各私立（小・中・

高等・中等教育・特別支援）学校へ情報提供した。） 

○「児童・生徒に対する自転車交通安全教材『チリリン・タイム』の活用につ

いて」 

（平成 27 年６月 25 日付 神奈川県警察本部交通部交通総務課長からの依

頼を、平成 27 年７月８日付、私学振興課から各私立（小・中・高等・中等

教育・特別支援）学校へ情報提供した。） 

○相談機関紹介カードの配布

配布時期：7月上旬

作成枚数：1,025,000 枚

内容：県内国公私立小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の全

児童・生徒を通じて家庭にカードを配布し、いじめ等の様々な問題に悩む

子どもや親に電話相談窓口を紹介する。 

○ 平成 27 年ふれあい警察展の開催

開催日：7月 22 日（水）、23 日（木）

場 所：クイーンズスクエア横浜

主 催：警察本部

実施者：警察官約 100 人 少年補導員９人 高校生５人

参加者：約 20,000 人

内 容：白バイを始めとする各種警察装備品の展示、警察音楽隊の演奏、

非行防止用啓発教材の展示、警察犬の模擬訓練等を通じて県民との

ふれあいを深めるとともに、警察活動に対する理解と協力を得るこ

とを目的に開催した。 
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（都道府県名：神奈川県）

 少年育成課では、少年補導員らと社会のルールを学ぶ紙芝居等を

実施し、規範意識の醸成を図った。 

○薬物乱用防止教室

開催日：7 月中

開催回数：２１回（6576 名）

場所：県内各地

内容：麻薬取締員、麻薬等薬物相談員、薬物乱用防止指導員等が

県内の各学校等の依頼に応じ、薬物乱用防止教室を実施 

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン

運動期間：6 月 20 日～7 月 19 日

場所：県内各地

主催：薬物クリーンかながわ推進会議

イベント開催日：7 月 17 日

場所：横浜駅東口新都市プラザ

内容：啓発資料 3,000 部を配布

（横浜市） 

○社会環境健全化推進街頭キャンペーン

実施日：７月３日（金）

会 場：港南台駅前周辺

参加者：校長等教職員、PTA 役員、神奈川県教育委員会、青少年指導員、警

察ほか 30～40 名 

内 容：社会環境健全化推進のチラシとティッシュを配布。 

○せやっこだよりの発行（瀬谷区）

発 行：瀬谷区役所地域振興課

内 容：施設等で予定されている小・中学生向け事業の情報を取りまとめ、

小・中学校等を通じて広報する「せやっこだより」を発行。 

○「やってみようボランティア 夏休みボランティア号」の発行

（8,500 部）（瀬谷区）

発 行：瀬谷区社会福祉協議会、瀬谷区役所地域振興課 

内 容：中・高校生がボランティアを始めるきっかけづくりを行うため、

地域や施設の行事など夏休みに活動できるボランティア情報を掲

載した「夏休みボランティア号」を発行し、区内中・高校生全員

に配付。 

（川崎市） 

○中原区社会環境健全化推進街頭キャンペーン

7 月 10 日（金）19：00～ ＪＲ武蔵小杉駅北口および東急武蔵小杉駅東口

広場にて開催。（中原区） 

○啓発物（ウェットティッシュ等）の配布による呼びかけ（高津区）
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（都道府県名：神奈川県）

開催日：7月 26 日（日）場所：大山街道 川崎信用金庫駐車場 

出席者：高津地区青少年指導員会 

○啓発ティッシュの配布（宮前区）

○多摩区青少年指導員だより「多摩ふれ愛」（多摩区）

第 45 号：2015 年 8 月 1日号(7 月 27 日納品：配布)

内容：指導員活動の告知及び報告

○環境浄化専門委員会（多摩区）

開催日：7月 28 日（火）

内容：駅頭・中学校文化祭などで配布する啓発物等について協議

（横須賀三浦地域） 

○啓発ポスターの掲出（県政総合センター）

期間：7月 1日から 7 月 31 日

場所：横須賀三浦地域県政情報コーナー

○広報媒体（facebook）による広報（県政総合センター）

○非行防止キャンペーンの実施（横須賀市）

開催日： 7 月 11 日（土）  場所：横須賀中央駅前  参加人数 42 名 

   7 月 18 日（土） 場所：汐入駅前      参加人数 26 名 

   7 月 25 日（土） 場所：追浜駅前 参加人数 37 名 

内容：チラシ、ティッシュ等の配布 

○「青少年の非行・被害防止」パネル展示（横須賀市）

期間：7 月 27 日（月）～7月 31 日（金）

場所：横須賀市役所展示コーナー

○青少年の非行・被害防止全国強調月間ポスターの作成と掲示（横須賀市）

全町内会掲示板及び市内公立小中学校にて、７月１日～末日まで掲示

○青少年健全育成推進街頭キャンペーン（鎌倉市）

主催：鎌倉湘南地区県立学校長会議、鎌倉市 

実施日：７月８日（水）16 時から 16 時 30 分 

場所：鎌倉駅・大船駅周辺 

内容：青少年の非行・被害防止、及びインターネットの危険性を周知する

保護者向けのチラシを配布 

【鎌倉駅周辺】 

参加者数：25 団体 142 人（内 学生 45 人） 

チラシ配布数：1340 セット 

【大船駅周辺】 

参加者数：15 団体 121 人（内 学生 63 人） 

チラシ配布数：1160 セット 

6 



（都道府県名：神奈川県）

○市内公共施設におけるポスターの掲示（逗子市）

○啓発パンフレットの配布（逗子市）

○啓発用ポスターの掲示（３箇所）（葉山町）

（県央地域） 

○ 県央地域青少年社会環境健全化街頭キャンペーン（県政総合センター、相

模原市）

主催：県央地域青少年社会環境健全化推進連絡会議

 【事務局：県央地域県政総合センター総務部県民･防災課】 

 開催日： 7 月 25 日  場所：相模原市（ＪＲ相模原駅南口） 

 参加者： 青少年育成関係者等４６人 

 内 容： 街頭啓発、啓発チラシ等の配布 

 配布物： 啓発チラシ     １，０００枚 

 ポケットティッシュ １，０００個 

 啓発クリアファイル   ３２０枚 

○事業名 補導・啓発活動（町内パトロール）（愛川町）
主催：厚木愛甲地区学校警察連絡協議会
開催日：7 月 17 日（金）
場所：愛川町町内
参加人数：事務局 2名 教諭 10 名 厚木警察 2名
内容：町内パトロール

〇薬物乱用防止キャンペーン「H27 年度 ダメゼッタイ」普及運動街頭キャン

ペーン参加（大和市） 

開催日：7月 10 日 

〇啓発パンフレット等の配布（大和市） 

○広報紙による広報（綾瀬市）

○青少年の非行・被害防止街頭キャンペーン（綾瀬市）

主催：綾瀬市、綾瀬市青少年育成員協議会、綾瀬市社会を明るくする運動実

施委員会 

開催日：7 月 4日 

場所：綾瀬タウンヒルズＳＣ 

○青少年の非行・被害防止及び薬物乱用防止合同パネル展（綾瀬市）

主催：綾瀬市、綾瀬市社会を明るくする運動実施委員会

期間：7月 14 日～20 日

場所：綾瀬市役所市民ホール

○薬物乱用防止パネル展（綾瀬市）
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（都道府県名：神奈川県）

主催：綾瀬市社会を明るくする運動実施委員会 

期間：7 月 1 日～7月 31 日 

場所：綾瀬市役所市民ホール、綾瀬市南部ふれあい会館、 

綾瀬市寺尾いずみ会館 

○「海老名市犯罪『ゼロ』週間」防犯活動（海老名市）

開催期間: ７月１７日（金）～７月２３日（木）

主催: 海老名市・海老名市教育委員会・海老名警察署

内容: 午前・午後・夜間における防犯パトロール

参加者：教育支援センター職員２名

○薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン（相模原市）

実施日：7月 1日（水）

場 所：橋本駅駅頭

実施主体：医事薬事課・県薬物乱用防止指導員協議会相模原支部

参加者：66 人

内 容：リーフレット等の街頭配布

○薬物乱用防止啓発懸垂幕の掲出（相模原市）

実施期間：6月 20 日（土）～7月 19 日（日）

場  所：保健所庁舎横（懸垂幕）

実施主体：医事薬事課

○広報紙による啓発記事掲載（座間市）

啓発ポスター等掲示（座間市）

（湘南地域） 

○啓発物品配布（県政総合センター）

期間：７月１日（水）～７月３１日（金）

場所：湘南地域県政総合センター情報コーナー

内容：啓発物品のティッシュ 500 個を配布

○街頭啓発キャンペーン（県政総合センター・平塚市）

主催：平塚市社会を明るくする運動推進委員会

開催日：７月１４日（火）１６：００～１８：００（２グループ）

場所：平塚駅北口及び南口周辺

内容：啓発物品を手渡して青少年の非行防止を啓発

参加者：平塚市社会を明るくする運動推進委員会、横浜保護観察所、 平塚

市青少年補導員連絡協議会、ジュニア・リーダースクラブ平塚市青

少年相談室、当センター等  ４９名  

○非行防止街頭キャンペーン（県政総合センター・藤沢市）

開催日：７月１日（水）、７月２日（木）

場所：藤沢駅サンパール広場（７月１日）

湘南台駅地下通路（７月２日） 
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参加者：神奈川県教育委員会、鎌倉湘南地区県立高等学校長会及びＰＴＡ、

藤沢警察署、藤沢北警察署、藤沢警察少年補導員連絡会、藤沢北警察

少年補導員連絡会、藤沢市青少年問題協議会、藤沢地区保護司会、藤

沢たばこ商業協同組合、藤沢市議会子ども文教常任委員会、藤沢市教

育委員会、ふじさわ男女共同参画プラン推進協議会、藤沢市青少年指

導員協議会、当センター等 ２１７名 

内容：青少年の非行防止・健全育成を訴えるチラシ・啓発物品等を配布、そ

の後グループ毎に街頭指導を実施 

（１日は台風のため、駅構内通路で実施、街頭指導は実施せず） 

○非行防止街頭啓発キャンペーン（県政総合センター・伊勢原市）

主催：伊勢原市及び第６５回社会を明るくする運動と合同開催

開催日：７月３日（金）、７月１０日（金） １８：００～

場所：伊勢原駅（３日、台風のため中止）

 愛甲石田駅（１０日） 

内容：啓発物品（啓発チラシ，ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ等）400 部配布 

参加者：伊勢原市青少年指導員、青少年相談室補導員等 ４３名 

○市広報紙「広報いせはら 7/1 号」、ＨＰによる啓発（伊勢原市）

○市内学校への啓発チラシ配布（伊勢原市）

７月１４日（火）

・薬物乱用防止 市内小学５年～中学に、５，０４５部配布

・喫煙防止   市内小学５年～高校に、９，０２３部配布

○中学校薬物乱用・喫煙防止教室（各学校） ２回（伊勢原市）

・７月 ２日（木） 中沢中学校   ３７２名受講

・７月１０日（金） 山王中学校   ６２８名受講

○青少年健全育成ポスター展（茅ヶ崎市）

開催日：７月２５日～２８日

場所：イオン茅ヶ崎中央店

内容：茅ケ崎市青少年指導員連絡協議会青少年育成部会が、毎年、市内の中

学生に依頼し、作成してもらっている青少年の健全育成をテーマとし

てポスターを展示した。 

○横断幕（２枚）（寒川町）

主催：寒川町青少年環境浄化推進協議会

時期：７月中

掲示場所：横断幕（旭小学校、旭が丘中学校）

○啓発活動（寒川町）２回

主催：寒川町

時期：７月４日（土）

場所：小谷小学校（小学生体験学習 さつまいもづくり参加者）、成人式実
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行委員会 

参加者：１０８名 

内容：チラシ及びティッシュの配布 

○広報はだのによる広報（秦野市）

時期：７月１日（水）

○街頭キャンペーン（秦野市）

実施日：７月１日 場所：小田急線秦野市内４駅頭 １２人

７月 14 日 場所：市内大型店頭 １人 

○市庁舎への横断幕掲示（秦野市）

実施日：７月１日～３１日

「考えよう やっていいこと、悪いこと」

〇啓発チラシ・ティッシュ配布（大磯町） 

公共施設、店舗他 

○広報記事掲載 ６月２５日号 市内全域（藤沢市）

７月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です。

『青少年の非行防止と健全育成』に取り組みます。

『青少年の深夜外出防止』に取り組みます。

『薬物乱用防止に向けて講師を派遣します。』

『薬物に関する相談機関の案内』

○各店舗へチラシを配布 ７月中 市内全域（藤沢市）

社会環境実態調査にあわせて、市内のまんが喫茶・インターネットカフェ

等、図書類取扱店に対し、青少年への深夜入店禁止、未成年者の喫煙飲酒

禁止、青少年が利用するパソコンにフィルタリング等の措置の自主規制、

有害図書類やＺ区分ゲームの陳列方法のチラシを配布。

○藤沢市青少年指導員協議会活動パネル展（藤沢市）

開催日：７月２３日（木）～８月３日（月）

場 所：藤沢駅北口地下道展示場

内 容：藤沢市青少年指導員協議会活動パネルの展示

○街頭キャンペーン（二宮町）

主 催：二宮町教育委員会

開催日：７月４日（金）16～17 時

場 所：JR 二宮駅周辺

参加者：町教育委員会５名

青少年環境浄化推進員７名、青少年指導員１名 

 県政総合センター職員１名 合計 14 名 

内 容：標語入りポケットティッシュ（1,000 個）の配布 
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○第６５回社会を明るくする運動ポスター掲示（平塚市）

場所：市役所、公民館、図書館、市内小・中・高校・中等教育学校、

 ＪＲ平塚駅等 

内容：上記ポスターを掲示して啓発する。 

○社会を明るくする運動の広報ひらつかによる広報（平塚市）

掲示先：広報ひらつか７月第１金曜日号 Ｎｏ．１０３４

内容：社明運動についての広報記事を掲載

（県西地域） 

○県西地域青少年社会環境健全化推進街頭キャンペーン（県政総合センタ

ー）

①主催：神奈川県（県西地域県政総合センター）、箱根町

（箱根地区保護司会・社会を明るくする運動と合同で実施） 

開催日：７月２日 

場所：箱根湯本駅前 

参加者：青少年指導員、小田原警察署管内少年補導員、保護司、約 20 名 

内容：啓発資料配布によるキャンペーン活動 

②主催：神奈川県（県西地域県政総合センター）、南足柄市、中井町、

 大井町、松田町、山北町、開成町 

開催日：７月９日 

場所：大雄山駅前 

参加者：青少年指導員、足柄上地区民生委員、ＰＴＡ連絡協議会、 

  市町教育委員会職員等 50 名 

内容：啓発資料配布によるキャンペーン活動 

③主催：神奈川県（県西地域県政総合センター）、湯河原町

開催日：８月 11 日

場所：湯河原駅前

参加者：青少年指導員、子ども会育成団体連絡協議会、町教育委員会

職員等 20 名

内容：啓発資料配布によるキャンペーン活動

○青少年育成センター広報車による広報活動（南足柄市）

実施日：7 月１日～7月 31 日

○市内広報巡回パトロール（南足柄市）

参加者：青少年育成センター職員（随時）

○福沢地区青少年育成のための広報パトロール（南足柄市）

実施日：7 月 11 日（土）

参加者：福沢地区健全育成会、青少年育成センター職員

○青少年指導員による町内夜間パトロール（中井町）

内容：広報車２台による広報
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時期：７月２５日 

○広報おおい 7月号へ掲載（大井町）

○町内中学校に啓発物品・チラシの配布（真鶴町）

日時：７月１日 

○啓発ポスターの掲示（スーパー量販店）４店舗（湯河原町）

○啓発チラシ（相談窓口を周知するもの）小・中学生へ配布（湯河原町）

３有害環境浄

化活動 

 

○社会環境実態調査（神奈川県、全市町村）

実 施 日：７月１日（水）～９月 30 日（水）

場  所：県内全域

調査対象：インターネットカフェ・まんが喫茶、古書店・図書類取扱店

調査内容：【インターネットカフェ・まんが喫茶】

営業区分・客席の状況（ペアシート）・深夜営業の状況・18 

歳未満入場制限の表示・フィルタリング等の措置・店舗の状況

（18 歳未満者の年齢確認・18 歳未満者のオープン席・未成年

者の喫煙飲酒防止）等の調査。  

【古書店・図書類取扱店】 

営業区分・深夜営業の有無・有害図書類の販売の有無・有害図

書類の陳列方法・18 歳未満者への販売貸付等禁止の表示等の

調査。 

参 加 者：青少年指導員等（各市町村による） 

（神奈川県） 

○神奈川県青少年保護育成条例に基づく立入調査（各地域県政総合センター分

を含む）

実施日：7 月中

場 所：県内全域

対 象：カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶等 75 件

○神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例に基づく立入調査(各地域県政総合センタ

ー分を含む)

実施日：7月中

場 所：県内全域

対 象：酒類・たばこ販売店 19 件、自動販売機 12 台

（神奈川県警察） 

○青少年特別街頭指導パトロール

実施日：７月２２日（水）
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○県下一斉補導

実施日：7月 24 日（金）

場 所：県内 54 警察署管内

内 容：少年補導員等と連携して、飲酒、喫煙等の不良行為をしている少

年に対する街頭補導活動を実施した。 

○街頭補導活動

実施回数 164 回

○少年指導委員と合同による風俗営業店への立ち入り

実施店舗数 16 店舗

○携帯電話販売店舗に対するフィルタリングに関する要請・指導

実施店舗数 22 店舗

（横浜市） 

○全市一斉統一行動パトロール活動（横浜市内全域）

主 催：横浜市青少年指導員連絡協議会

実施日：７月 25 日（土）※地区によっては別日程あり

会 場：市内全域（全 247 地区）

参 加：2,422 名

内 容：地域の実態を踏まえて各地区で作成した行動計画に基づき、地域ご

とにパトロールを行う。夜間青少年の集まりやすい場所や人通りの

少ない場所等の実態把握を行うとともに、必要に応じて青少年への

声かけや、地域住民への注意喚起を行い早期帰宅を促す。 

○愛のパトロール（栄区）

開催日：夏休み期間中の数日

場 所：笠間地区、小菅ケ谷地区

内 容：青少年指導員、学校長及び教職員、PTA、自治会町内会等

地域住民による青少年に対する声かけ、夜間パトロール活動。 

（川崎市） 

○地域巡回パトロール（夏の祭礼パトロール）（川崎区）

実施日：７月１９日（日）、２５日（土）

○地域巡回パトロール

実施日：７月９日（木）、７月１８日（土）、２４日(金)、２５日(土）

○パトロール（幸区）

・南河原地区青少年指導員会

実施日：７月２日（木）、１２日（日）

場 所：ハッピーロード商店街周辺

・御幸地区青少年指導員会
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実施日：７月１５日（水）、１６日(木) 

場 所：古市場、小向西町等 

・日吉地区青少年指導員会 

実施日：７月５日(日) 

場 所：鹿島田駅周辺 

○夜間巡回活動（中原区）

開催日：中原区内 5 地区ごとに月 2 回以上実施

参加団体：中原区青少年指導員連絡協議会（78 名）

内容：愛のパトロール及び祭礼・盆踊り等における地域の巡回・警備

○街頭パトロール（高津区）

主催：高津地区青少年指導員会

○盆踊りパトロール（高津区）

主催：橘地区青少年指導員会

○愛のパトロール（多摩区）

主催：多摩区青少年指導員連絡協議会

開催日：各地区(班)が適宜実施

内容：①地区(班)ごとに行われる繁華街などのパトロール活動

②社会環境事態調査の実施

③地域の盆踊り、お祭り会場等の警備と周辺パトロールの実施

○登戸稲荷社夏祭り（多摩区）

主 催：稲田地区青少年指導員会

開催日：7月 4日(土)

内 容：登戸稲荷社を中心とする登戸地区のお祭り会場等の警備及び周辺パ

トロールの実施。 

○登戸新町町内会盆踊り（多摩区）

主 催：稲田地区青少年指導員会

開催日：7月 25 日(土)・26 日(日)

内 容：登戸新町町内会の盆踊り会場等の警備及び周辺パトロール の実

施。 

○宿河原 4丁目町会盆踊り（多摩区）

主 催：稲田地区青少年指導員会

開催日：7月 25 日(土)・26 日(日)

内 容：宿河原 4 丁目町会の盆踊り会場等の警備及び周辺パトロールの実

施。 

○かりがね台自治会納涼祭（多摩区）

主 催：生田地区青少年指導員会

開催日：7月 11 日(土)
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内 容：かりがね台自治会の納涼祭会場等の警備及び周辺パトロールの実

施。 

○長沢自治会盆踊り（多摩区）

主 催：生田地区青少年指導員会

開催日：7月 24 日(金)・25 日(土)

内 容：長沢自治会の盆踊り会場等の警備及び周辺パトロールの実施。啓発

物（うちわ）の配布。 

○明王町会盆踊り（多摩区）

生田地区青少年指導員会

開催日：7月 25 日(土)・26 日(日)

内 容：明王町会の盆踊り会場等の警備及び周辺パトロールの実施。

啓発物（うちわ）の配布。 

○杉山神社盆踊り（多摩区）

主 催：生田地区青少年指導員会

開催日：7月 26 日(日)

内 容：杉山神社盆踊り会場等の警備及び周辺パトロールの実施。

啓発物（うちわ）の配布。 

○各町会・自治会夏祭りパトロール（１１行事・延べ４５名）（麻生区）

（横須賀三浦地域） 

○巡回指導員による市内の巡回指導（横須賀市）

○合同特別街頭指導（鎌倉市）

主催：鎌倉警察署、大船警察署、鎌倉市

実施日：７月 24 日（金）

時間： 海岸（由比ガ浜海岸、材木座海岸）18～20 時

大船駅周辺 18 時～19 時 

場所：海岸（由比ガ浜海岸、材木座海岸）、大船駅周辺 

内容：警察と合同で地域のパトロールを実施。 

○薬物乱用防止啓発展（逗子市）

期間：７月上旬

場所：逗子市体験学習施設内

○愛のパトロール（三浦市）

期間：７月 18 日（土）～８月 30 日（日）

主 唱：三浦市青少年問題協議会

内 容：青少年指導員等による地域毎のパトロール（期間中 31 地区が２回

～12 回程度実施） 

○祭礼パトロール（三浦市）

15 



（都道府県名：神奈川県）

開催日：７月 19 日（日） 

場 所：三崎下町地区 

内 容：三崎地区青少年指導員によるパトロール及び青少年への声掛け 

参加者：青少年指導員、事務局 計８名 

（県央地域） 

〇街頭補導活動（大和市） 

環境浄化活動 7 月 9 日 雨天中止 

○「海老名市民まつり」場内パトロール （海老名市）

実施日: ７月２６日（日）

場所: 海老名市運動公園

参加者: 教育支援センター職員 4 名、市内中学校生徒指導担当等（計約 30

人） 

○街頭指導活動（相模原市）

実施日：７月１日（水）～７月３１日（金）

実施者：青少年街頭指導員・市職員（指導主事）・青少年相談員

計５３名 

○夜間街頭指導（相模原市）

実施日：７月１７日（金）、２１日（火）、２８日（火）、

 ３０日（木） 

実施者：青少年街頭指導員・市職員（指導主事） 計８名 

○夜間街頭指導（相模原市）

実施日：７月２５日（土）、２６日（日）

実施者：青少年相談員・市職員（指導主事） 計８名

○市内一斉啓発・街頭指導（厚木市）

主 催：厚木市青少年教育相談センター 

開催日：７月２４日（金） 

場 所：厚木市内全域 

参加者：青少年相談員、青少年教育相談センター職員 

○夏期特別パトロール（座間市、青少年補導員協議会）

実施期間：７月１日～３１日 ６回 

参加者：青少年補導員と青少年相談室職員の合計 ２７人 

（湘南地域） 

○街頭指導活動（伊勢原市）

・夏休み前及び期間中のパトロール活動 １７回

従事者 ４０名（青少年相談室補導員，市青少年課等） 

○愛護パトロール（寒川町）
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（都道府県名：神奈川県）

時期：７月２１日(火)１１名、２９(水) 

参加者：２名 

○街頭指導活動（秦野市）

青少年相談員による７地区パトロール 各２回程度 約９０人

○街頭指導 ７月中 市内全域 （藤沢市）

(1)青少年指導員による地域ごとのパトロール。14 地区 各２回。

(2)街頭指導員による昼間街頭指導。藤沢駅・湘南台駅周辺、

月～金 毎日各２回。 

(3)特別街頭指導員による夜間街頭指導。藤沢駅、湘南台駅、 

江の島駅周辺７回。 

（青少年夏期特別街頭指導パトロール実施日を除く） 

○青少年夏期特別街頭指導パトロールの実施（藤沢市）

開催日：７月２２日（水）、２３日（木）、２８日（火）

場 所：藤沢駅周辺または湘南台駅周辺

参加者：神奈川県湘南地域県政総合センター、藤沢警察署、藤沢北警察署、

藤沢警察少年補導員連絡協議会、藤沢北警察少年補導員連絡協議

会、神奈川県警親会藤沢支部、神奈川県警親会藤沢北支部、藤沢

市青少年問題協議会、藤沢地区保護司会、藤沢市議会子ども文教

常任委員会、藤沢市青少年育成協議会、鎌倉湘南地区県立高等学

校長会、市内中学校校長会、私立小中高校長会及びＰＴＡ、藤沢

市子ども会連絡協議会、藤沢市教育委員会、多摩大学学生防犯パ

トロール隊「たまパト」等１７１人（３日間） 

内 容：青少年の深夜外出防止、飲酒・喫煙を防止するため、主要駅周辺

において青少年への声かけパトロールを青少年関係団体と協力し

て行った。 

○愛のパトロール（二宮町）

主 催：二宮町教育委員会

回 数：７月 22 日～８月 22 日 全５回

場 所：二宮町内

参加者：町教育委員会２名、青少年環境浄化推進員 10 名、PTA10 名

 民生委員児童委員１名、青少年指導員 19 名 合計 40 名 

内 容：町内を回り、青少年に対して声かけをおこなう。 

○通常愛護指導（平塚市）

開催日：７月中の月～金曜日１６時から１８時

場所：平塚駅周辺繁華街及び郊外

参加者：平塚市青少年補導員、青少年相談室職員 計３２名

○夜間特別愛護指導（平塚市）

開催日：７月１０日金曜日と７月２４日金曜日 １９時から２１時

場所：平塚駅周辺繁華街及び郊外

藤沢市の青少年

夏期特別街頭 

指導パトロール

は、８月 27 日

までに全８回 

実施。 
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参加者：平塚市青少年補導員、青少年相談室職員 計１１名 

○登校時パトロール（平塚市）

開催日：７月１３日月曜日 ７時から１１時

場所：平塚市内全域

参加者：青少年相談室職員 ３名

○大野中学校区強化愛護指導（平塚市）

開催日：７月１５日 水曜日１９時から２１時

場所：平塚市立大野中学校区

参加者：大野中学校校長、大野中学校教頭、松が丘小学校長、自治会

防犯協会、大野中学校区地域教育力ネットワーク 

交通安全協会、主任児童委員、青少年補導員、青少年相談室 

計２２名 

（県西地域） 

○白ポスト回収作業（小田原市）

【主催】小田原市青少年環境浄化推進委員協議会、小田原市

【開催日】７月 31 日 【参加者】青少年環境浄化推進委員、

事務局   計 ４名

【場所】小田原駅東口・西口ほか計８駅９か所

【内容】有害図書類の回収

○ 街頭補導活動（小田原市）

【主催】小田原市青少年育成推進員協議会、小田原市 

【開催日】７月２１日  

【参加者】青少年育成推進員、青少年専任補導員、事務局 計１６名 

【場所】小田原駅周辺地区、川東地区 

【内容】夜間パトロールの実施 

○街頭補導活動（南足柄市）

実施日：7 月 7日（火）、14 日（火）、28 日（火）

参加者：青少年育成センター職員、青少年育成推進員、警察署員

述べ 15 名

○青少年夏季巡回パトロール（大井町）

開催日：７月１８日（土）、２１日（火）、８月１日（土）、８日（土）、

２２日（土） 

場 所：大井町内 

参加者：青少年指導員５人、学校２人、PTA２人、少年補導員１人、大井町

職員３人 

○夏季環境浄化パトロール（山北町）

主催：青少年指導員協議会

①7月 17 日（金）町内（清水・三保地区）＊台風のため中止
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（都道府県名：神奈川県）

②7月 23 日（木）町内（山北・岸・向原地区）

参加者：青少年指導員 9 名、PTA 9 名、防犯指導隊 2名、警察 4名 

○吉田神社祭礼パトロール（開成町）

主催：開成町青少年指導員連絡協議会

日時：7月 28 日（火）21:00～22:00 町内パトロール

参加人数：28 名（青指・中ＰＴＡ・教員・警察補導員・中おやじの会・教

育委員長・教育委員会）

○学期末下校時見守りパトロール（真鶴町）

日時：７月７日・13 日・14 日・15 日・16 日・17 日 

○青少年愛護パトロール（真鶴町）

日時：７月 22 日・24 日・27 日・29 日・31 日 

○貴船まつり夜間特別パトロール（真鶴町）

日時：７月 27 日 

○街頭補導活動 ５回（湯河原町）

４研修会等  （神奈川県警察） 

○平成 27 年度第１回いじめ・暴力行為問題対策協議会へ参加

（平成 27 年７月 15 日 神奈川県私立中学高等学校協会主催）

私学振興課から２名出席 

○ いじめ防止対策調査会へ参加

 平成 27 年 7 月 2日茅ヶ崎市にて 

委員として子ども家庭課から 1 名出席 

○ 青少年問題協議会へ参加

平成 27 年７月 14 日茅ヶ崎市にて

子ども家庭課から 1 名出席

○ いじめ防止対策連絡協議会

平成 27 年 7 月 17 日茅ヶ崎市にて

子ども家庭課から 1 名出席
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（横浜市） 

○中学校生徒指導専任教諭との交流会（港南区）

実施日：５月～９月（各学校による）

参加者：青少年指導員、中学校生徒指導専任教諭ほか

内 容：港南区内の 10 の中学校ごとに青少年の健全育成についての情報交

換を行う。 

○スクールミーティング（港南区）

実施日：５月～９月（各学校による）

参加者：青少年指導員、中学生、中学校生徒指導専任教諭ほか

内 容：港南区内 11 の中学校ごとに、平成 25 年度に行った中学生意識調査

結果を基にした中学生との懇談を行う。 

（川崎市） 

○大師地区新任指導員研修会（川崎区）

参加人数：１８名（大師地区青少年指導員）

○ＰＴＡ地域巡回パトロール情報交換会（多摩区）

開催日：7月 4日(土)

内容：区内７中学校区に分かれ、各中学校区内の町内会から選出された青少

年指導員と各小・中学校の校外委員で情報交換し、その内容を中学校

区ごとに発表することで情報共有を図った。 

（横須賀三浦地域） 

○非行防止講座（ユース出前トーク）（横須賀市）

対 象：太田和中町町内会

日 時：7 月 12 日（日）10:00～13:30

テーマ：横須賀市の非行防止を考える

参加人数：60 人

○学校と青少年指導員との情報交換会（三浦市）

①南下浦地区情報交換会

開催日：７月７日（火）

場 所：南下浦市民センター２階講堂

内 容：夏休み前の児童生徒の様子や各学校の取組み等の近況報告による

情報共有及び意見交換 

参加者：地区内青少年指導員、地区内小中高学校長等、警察署生安課長、

事務局 計 28 名 

②三崎地区情報交換会

開催日：７月９日（木）

場 所：青少年会館１階ホール

内 容：夏休み前の児童生徒の様子や各学校の取組み等の近況報告による

情報共有及び意見交換 

参加者：地区内青少年指導員、地区内小中高学校長等、警察生安課長、事

務局 計 19 名 
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○青少年健全育成団体合同研修会（三浦市）

開催日：７月 15 日（水）

場 所：青少年会館１階ホール

内 容：三崎警察署生活安全課長による講演

「非行少年を生まない社会づくりの取り組みと有害環境の浄化対

策」 

参加者：青少年指導員、子ども会指導者等 計 52 名 

○青少年問題協議会幹事会（三浦市）

開催日：７月２日（木）

場 所：青少年会館３階会合室

内 容：各監事（関係機関）からの青少年関連事業報告・情報提供及び協議

会への議案の付議 

参加者：12 名 

○青少年問題協議会（三浦市）

開催日：７月 17 日（金）

場 所：青少年会館３階会合室

内 容：各委員（関係機関）からの青少年関連事業報告・情報提供及び議案

の審議 

参加者：18 名 

（県央地域） 

〇青少年相談員研修会（大和市） 

実施日：7 月 20 日 

内容：「警察官による補導の講演」 

○相模原市青少年相談員研修会（相模原市）

実施日：７月１日（水） 実施場所 市民会館ホール

出席者：４８９名

内容：青少年健全育成にかかる講演会

演題：「子どもたちの心に寄り添う活動」

講師：文部科学省中央指導者研修会講師 藤村 公三郎 氏

○生徒指導主任会（相模原市）

内容：関係諸機関からの情報提供・連絡報告・情報交換 

実施日：７月２日（木） 場所：サンエールさがみはら 

出席者：生徒指導主任会担当管理職、各中学校生徒指導主任、関係機関（各

警察署、少年相談・保護センター、児童相談所、青少年相談センタ

ー、学校教育課）計５０名 

○薬物乱用防止教室（相模原市）

実施期間：7月 9 日（木）

場 所：神奈川県立橋本高等学校
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参加者：826 名（生徒）、45 名（教員） 

実施主体：医事薬事課  

○ 教育研究会生徒指導部会（座間市）

実施日：７月３日

（湘南地域） 

○寒川町青少年問題協議会会議（寒川町）

主催：寒川町

時期：７月２日(木)

内容：青少年に対しての取り組み等の情報交換

参加者：１５名

〇大磯町青少年健全育成連絡会（大磯町） 

開催日：７月１５日（水） 

場所：大磯町役場 ４階第２委員会室 

参加者：町立学校校長・園長会、町立学校児童・生徒指導担当、少年補導員

連絡会、青少年指導員連絡協議会、町立学校ＰＴＡ連絡協議会、

保護司会、民生委員・児童委員協議会、子育て支援課、生涯学習

課 

内容：各団体・機関の活動状況について、青少年の健全育成に関する情報

交換 

○藤沢市特別街頭指導員定例会（藤沢市）

開催日：７月１５日（水）

場 所：藤沢青少年会館

内 容：青少年夏期特別街頭指導パトロール実施に向け、講師を招き研修会

を実施した。（講師：藤沢警察署生活安全課署員・１４人参加） 

（県西地域） 

○県西地域青少年社会環境健全化推進会議（県政総合センター、南足柄市）

①足柄上地区部会

開催日：７月９日

場所：南足柄市女性センター

参加者：青少年育成推進員、足柄上地区民生委員、市町教育委員会

  職員等 計 28 名 

内容：青少年健全化推進事業・管内の青少年非行等の状況・児童虐 

待防止の取組み等について 

②西湘地区部会

開催日：７月 17 日

場所：県西地域県政総合センター会議室

参加者：青少年指導員、小田原警察署員、市町教育委員会職員等

  計 16 名 

内容：青少年健全化推進事業・薬物乱用の取組み・街頭キャンペーン 

 等について 
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○足柄上地区薬物乱用防止推進地域連絡会（県政総合センター・南足柄市）

開催日：７月９日

場 所：南足柄市女性センター

出席者：青少年育成センター職員 計 1 名

内 容：薬物乱用対策及び防止啓発活動について

県内における青少年等の薬物事犯の現状報告各機関及び 

団体の情報交換及び意見交換 

○青少年問題協議会（真鶴町）

日時：７月９日

○青少年相談員研修会（湯河原町）

５その他 

 

（神奈川県警察） 

○相模原田名地区における絆プロジェクト

実施期間  ７月 27 日（月）から７月 31 日（金）までの間の 5日間 

参加者 田名こどもセンター及び田名北児童クラブに通所する児童延べ

421 人 

実施者  相模原市立田名中学校、神奈川県立相模田名高等学校、相模原

市役所、相模原市教育委員会、警察本部少年相談・保護センタ

ー、相模原警察署等           延べ 362 人 

内 容  中学生、高校生が中心となり、地域の小学校低学年児童らに対

して、学習支援や非行防止を目的とした紙芝居を行うとともに、

遊び等の触れ合い活動を通じて相互の絆を深めた。 

○ 非行防止教室 開催回数 342 回 

○ サイバー教室 開催回数 210 回（非行防止教室の内数） 

○ 薬物乱用教室 開催回数  225 回 

○ 防犯講話・防犯教室（誘拐防止教室を含む）開催回数 40 回 

○ 不審者侵入対応訓練 開催回数 54 回 

○ 少年の社会参加活動（環境美化活動、街頭キャンペーン等）実施回数

18 回（少年の参加人員 1,749 人） 

○ 地域の各種会議（町内会、地域懇談会における情報発信活動）実施回数

４ 回 

○ 児童虐待への対応

対応件数 277 件 

通告数 378 人（うち保護 35 人） 

検挙件数   １件 
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（都道府県名：神奈川県）

援助要請対応 ０件 

（横浜市） 

○ペットボトルロケット大会（神奈川区）

主 催：神奈川区青少年指導員協議会

開催日：７月５日（日）

場 所：横浜市立神大寺小学校

参加者：区内在住の小学生等とその保護者 30 組 73 人、

青少年指導員 37 人 

内 容：ペットボトルロケットの製作及び打上げ・記録会 

○ものづくり体験教室（神奈川区）

主 催：神奈川区青少年指導員協議会

開催日：７月 26 日（日）

場 所：神奈川区総合庁舎本館５階大会議室

参加者：区内在住の小学生等とその保護者 26 組 56 人、

青少年指導員 29 人 

内 容：ペットボトル空き容器や荷造りＰＰバンドなど身近な材料を使った

作品づくり 

○港南区こどもフォーラム運営委員会（港南区）

実施日：７月 18 日（土）

内 容：こどもたちが自分たちの住む地域をよりよくするため自ら考え行動

する活動。地域の協力者として青少年指導員が関わる。 

○夏休み作品教室（磯子区）

主 催：各地区青少年指導員協議会

開催日：７月 11 日（土）から 26 日（日）

場 所：区内 10 か所（小学校、地区センター等）

参加者：400 人程度

内 容：各地区で主に小学生を対象に、工作等の教室を開催する。

○社会を明るくする運動啓発イベント（栄区）

場 所：豊田地区（７月４日（土）開催）、小菅ケ谷地区（７月 18 日（土）

開催） 

内 容：講演、啓発イベント 

○栄区こどもキャンプ（栄区）

主 催：栄区青少年指導員協議会

開催日：７月 18 日（土）～20 日（月）

場 所：横浜市少年自然の家赤城林間学園（群馬県昭和村）

参加者：小学３年生～中学生 93 人

内 容：群馬県昭和村のこどもたちとの交流を含む、野外活動体験

○豊田地区「ジャガイモ堀り」（栄区）
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 開催日：７月 25 日（土） 

 場 所：金井の畑 

 参加者：子供 60 人 

 

○本郷第三地区 

「科学で遊ぼう おもしろ科学探検隊 ころころアイス」（栄区） 

 開催日：７月 12 日（日） 

 場 所：中野地域ケアプラザ 

 参加者：小学生 60 人 

 

○本郷第三地区「カヤック体験教室」（栄区） 

 開催日：７月 18 日（土）～22 日（水） 全９回 

 場 所：本郷中学校プール 

 参加者：各回 12 人まで、合計 105 人 

 

（川崎市） 

○大師地区工作教室（川崎区） 

参加人数：６８名（地区内小学生） 

 

○夏休み子ども映画会（川崎区） 

主催：田島地区青少年指導員会 

実施日：７月１８日（土）、１９日（日）、２０日（月・祝） 

出席者：青少年指導員各回５人程度、子ども１６３人、大人７５人 

 

○夏休み子ども映画会（高津区） 

開催日：7月 22 日（水） 場所：橘出張所、悠友館、プラザ橘 

出席者：社会を明るくする運動橘地区推進委員会委員長 

    橘地区青少年指導員会 

    （一般参加者：大人 86 名、子ども 217 名） 

内容：子ども向け映画の上映 

 

○子ども遊びの広場（高津区） 

開催日：7月 26 日（日） 場所：大山街道 川崎信用金庫駐車場 

出席者：高津地区青少年指導員会 

内容：ヨーヨー釣り、おもちゃすくい、的あてゲーム 

 

○宮前地区巡回映画会（宮前区） 

 主 催：宮前地区青少年指導員会 

 開催日：平成２７年７月１１日～８月１日 

 場 所：宮前地区内１１会場（小学校・公園） 

 参加者：２，１４３人 

 内 容：アニメ映画の上映・宮前警察署生活安全課及び宮前防犯連絡協議

会による防犯講話を実施 
 
（横須賀三浦地域） 
○社会を明るくする運動 （横須賀市） 

25 



（都道府県名：神奈川県）

・街頭キャンペーンの実施 
主催：社会を明るくする運動横須賀地区推進委員会 
開催期間：7 月中 
開催場所：市内各所 
内容：啓発物品の配布 

・懸垂幕・ポスターの掲出 
横須賀市役所本庁舎や行政センター等、市関連施設にＰＲ用 

 懸垂幕やポスターを掲出 
・広報車での広報 

市内全域（7 月中に数回） 
・集会・講演会の開催 

主催：横須賀保護司会、横須賀地区更生保護女性会ほか 
開催期間：7 月中 
開催場所：市内各所 

・矯正施設の見学 
主催：社会を明るくする運動横須賀地区推進委員会 
開催月日：7 月 9 日（木） 
見学場所：横浜刑務所 
参加人数：20 人 

（県央地域） 

○社会を明るくする運動の集い（相模原市）

日時：7 月 25 日(土) 午後 1時～3 時

会場：ボーノ相模大野 ボーノ広場

主催：社会を明るくする運動推進委員会

最大観覧者数：259 名

内容：相模原市を明るくする活動をしている団体の方々による活動紹介や、

相模原市内を中心に活動しているミュージシャンによるライブを市内

の大規模商業施設内イベントスペースにおいて開催した。 

○社会を明るくする運動の実施（相模原市）

主催：相模原市社会を明るくする運動推進委員会

・市広報誌「広報さがみはら」による広報啓発

・校内放送・店内放送等を利用した広報啓発

・啓発物品配布による「街頭啓発キャンペーン」

開催日：7月 1日（水）

場 所：JR 橋本駅、相模原駅、淵野辺駅、古淵駅、相模湖駅、藤野駅、小

田急相模大野駅、小田急相模原駅 

内 容：啓発チラシ及び啓発物品等の配布 

出席者：保護司会、更正保護女性会、民生委員・児童委員、青少年 

相談員、相模原市職員 等 

・横断幕・懸垂幕の掲出 

実施期間：7 月 1日（水）～7 月 31 日（金） 

掲出場所：相模原市役所本庁舎、相模原市南区役所、緑区役所、城山総合

事務所舎、津久井総合事務所舎、相模湖総合事務所舎 等 

・パレードの実施による広報啓発 

開催日：7月 12 日（日）午前 10 時 30 分～午後 3時 

（S.C.相模原ＶＳJ リーグ U-22 選抜の試合開始前及びハーフタイム） 
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場 所：相模原ギオンスタジアム及び市立相模原麻溝公園 

内 容：のぼり旗や横断幕の掲示、啓発物品等の配布、電光掲示板を使用

した広報活動 

出席者：保護司会、相模原市職員 

 

○第 64 回 社会を明るくする運動（愛川町） 

開催日：7月 5日（日） 

場所：愛川町内３ヶ所で啓発活動 

 

〇特別補導実施（大和市） 

 つきみ野地区夏祭り 7 月 25 日 

 大和阿波踊り（大和駅周辺）7月 25・26 日 

 

〇定期的地区街頭補導実施（大和市） 

 7 月 15・16・17 日 

 

〇青少年相談室独自の市内パトロール実施（大和市） 

 7 月 3・13 日 

 

○特設相談「子ども・若者安心相談」（綾瀬市） 

 開催日：7 月 11 日、12 日 場所：綾瀬市役所青少年相談室 

 内容：面接・電話相談 

 

○ふれあいナイトウォークラリー大会（綾瀬市） 

 主 催：綾瀬市 

 開催日：7 月 18 日(土)17：25～20：45 

 場 所：綾瀬市役所発着の 4 コース 81 組 

 

○社会を明るくする運動啓発メイン行事（厚木市） 

 主 催：厚木市社会を明るくする運動推進委員会 

 開催日：７月４日（土） 

 場 所：厚木公園、本厚木駅周辺 

 参加者：厚木市社会を明るくする運動推進委員 他 

（警察、保護司、福祉団体、青少年健全育成団体、学校・PTA、行政

職員、市民等） 

 内 容：啓発活動 

 

○「社会を明るくする運動キャンペーン」（海老名市） 

開催日: ７月１日(水)  

主催: 海老名・座間市保護区保護司会 

場所: 海老名駅東側自由通路(ペデストリアンデッキ) 

内容: 啓発チラシ等の配布 

参加：教育支援センター職員２名 

 

（湘南地域） 
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○社会を明るくする運動（寒川町） 

主催：茅ヶ崎地区保護司会 

時期：７月１７日（金） 

 

○社会を明るくする運動キャンペーン（茅ヶ崎市） 

開催日：７月１４日 場所：JR 茅ヶ崎駅周辺 

内 容：ティッシュ等を配布し、啓発活動を行った。 

 

〇社会を明るくする運動（大磯町） 

 開催日：７月１日（水）、７月２５日（土）、８月１日（土） 

 参加者：保護司会、更生保護女性会、少年補導員連絡会、青少年指導員連絡

協議会、町立学校ＰＴＡ連絡協議会、民生委員・児童委員協議会、大

磯警察署、町職員 

 内容：街頭啓発活動、講演会「大磯警察署管内の犯罪実態とその防止対策」

講師：大磯警察署生活安全課長 

 

○社会を明るくする運動（藤沢市） 

主  催：藤沢地区“社会を明るくする運動”推進委員会 

 開催日：７月１１日（土） 

 場 所：藤沢駅北口サンパール広場 

内 容：啓発リーフレット、グッズの配布・県立湘南台高校吹奏楽部による

マーチングバンド演奏等 

参加者：藤沢地区保護司会・藤沢市厚生保護女性会・藤沢市青少年育成協議

会・藤沢 BBS 会等 １４８人 

 

○社会を明るくする運動地区行事（平塚市） 

 【豊田地区】 

 開催日：７月１７日（金） 

 場所：豊田公民館及び公民館前広場 

 参加者：豊田地区社会福祉協議会、豊田教育力ネット文化委員会、 

     豊田公民館、交通安全豊田支部等 １２０名 

 内容：夏休みわくわく子ども映画大会（子ども向け交通安全１本、子ども向

け２本） 

 【大神地区】 

 開催日：７月１８日（土） 

 場所：大神公民館 

 参加者：大神地区社会福祉協議会、相模地区青少年指導員、大神地区民生委

員児童委員協議会、相模小ＰＴＡ、大神地区体育振興会、交通安全

協会大神支部、大神よりきの郷、神田中学生徒ボランティア等 ２

３１名 

 内容：相模小学校区の低学年児童を対象に体験学習会（ゲーム大会等） 

 

○ベルマーレ試合における社会を明るくする運動啓発活動（平塚市） 

 主催：平塚市社会を明るくする運動推進委員会 

 開催日：７月２９日（水） １６時～２０時１５分 
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場所：Ｓｈｏｎａｎ ＢＭＷ スタジアム平塚 

参加者：平塚市社会を明るくする運動推進委員会、横浜保護観察所、平塚保

健福祉事務所、平塚市教育委員会、平塚市青少年相談室、平塚地区

保護司会、平塚地区更生保護女性会、平塚市薬物乱用防止指導員協

議会、平塚市立大野中学校サッカー部、ジュニア・リーダーズクラ

ブ、平塚地区ＢＢＳ会等 ８５名 

内容：試合の開始前に啓発物品を配布する。また、ハーフタイムに横断 

幕などを持って、グラウンドを回り、社明運動・薬物乱用防止の啓発

を行う。 

（県西地域） 

○社会を明るくする運動（小田原市）

○北幼稚園夏祭り園児補助（南足柄市）

実施日：7 月 18 日（土）

参加者：青少年育成推進員

○南足柄幼稚園夏祭り手伝い（南足柄市）

実施日：7 月 3日（金）

参加者：青少年育成推進員

○狩野自治会夏祭り手伝い（南足柄市）

実施日：7 月 25 日（土）

参加者：青少年育成推進員

○きんたろうパパスクール保育補助（南足柄市）

実施日：7 月 11 日（土）

参加者：ジュニアリーダー・青少年育成推進員

○「おおいの元気なあいさつ運動」早朝街頭キャンペーン（大井町）

実施日：７月２日（木）

場 所：町内２０箇所

参加者：約２００人

○社会を明るくする運動（山北町）

主  催：足柄上地区保護司会山北支部

開催日：6月 27 日（土）

場 所：山北町

○社会を明るくする運動（開成町）

○社会を明るくする運動（真鶴町）


