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平成２８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 東京都 青少年行政主管課（室）名 青少年・治安対策本部 

総合対策部青少年課 

区分 内   容 備考 

１大会等 
（東京都） 

 

○社会を明るくする運動 ミニ集会 （千代田区） 

 

○第 66回“社会を明るくする運動”第 13回青少年健全 

育成大会 in六本木（7月 2日）（港区） 

 

○「第 66 回社会を明るくする運動」新宿通り広報パレー

ド・式典（新宿区） 

開催日：7月 3日（日） 

場 所：新宿通り、新宿東口駅前広場 

出席者：区長、警察署長、保護司会等関係団体、 

ＢＢＳ等  1,200名 

内 容：パレード及び式典を行い、同運動の趣旨を 

周知する。 

○「第 66回社会を明るくする運動」講演会 

（区更生保護女性会主催）（新宿区） 

開催日：7月 21日（木） 

場 所：牛込箪笥地域センター 

出席者：区更生保護女性会、区保護司会、 

青少年関係者等 

内 容：講演「自分が選んだ人生を！ただ今、中卒 

（10代）に伴送中！」 

     坪井 恵子氏 

（ストリート・プロジェクト理事長） 

 

○平成 28年度 文京区社会を明るくする大会（文京区）    

開催日：７月１０日（日） 

     午後１時～午後２時４５分 

（午後０時３０分開場） 

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 

     （第十中・文林中・茗台中） 

     区内学生による活動発表 

     ●けやきッズによるよさこいパフォーマンス 

     ●音羽中学校吹奏楽部による演奏     

参加者：３６５人 

     【内訳】構成団体：１８９人、一般：９０人 

出演者：５９人 

来賓・関係者：２７人 

 

○7/5 清川地区小中学校 PTA の皆様と保護司との懇談会 

（保護司会）（台東区） 

参加小中学校＝桜橋中、 石浜、東浅草、富士小   

DVD『歩きスマホ参勤交代』『歩きスマホは危険』視聴 

講 演：『ｻｲﾊﾞｰ補導の現状と対策』 
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講 師：台東少年ｾﾝﾀｰ所長 曳地清一 

ネット社会における危険性と家庭での役割に 

ついての懇談会 

○7/18『ネット・ケイタイのトラブル最新事情と子供を 

守るためのファミリーeルール』の講演会  

（保護司会、更生保護女性会）（台東区） 

参加小中学校＝忍岡、柏葉、駒形中、 根岸、東泉、金曽

木、大正小  親子対象 

ネット被害にあわないためのルール作りに関する講演 

（東京都ファミリーeルール講座） 

インターネットの実情説明（下谷警察署） 

 

○第 66回“社会を明るくする運動”中央集会（墨田区） 

 開催日：平成 28年 7月 16日（土） 

 会 場：曳舟文化センター 

 出席者：区長、教育長、警察署長、青少年育成関係者等 

 内 容：第 65 回“社会を明るくする運動”作文コンテス

ト区内優秀作品の朗読と表彰、映画上映「そし

て父になる」 

 参加者：542人 

 

○第１回地域座談会（青少年対策富岡地区委員会） 

（江東区） 

開催日：７月４日（月）  場所：数矢小学校 

出席者：地区対委員、保護司会、更生保護女性会、 

民生・児童委員、町会・自治会、ＰＴＡ、 

警察等（合計５４名） 

内 容：ＤＶＤ鑑賞後に意見交換  

○第２回地域座談会（青少年対策富岡地区委員会） 

（江東区） 

開催日：７月４日（月）  場所：富岡区民館 

出席者：地区対委員、保護司会、更生保護女性会、 

民生・児童委員、町会・自治会、ＰＴＡ、 

警察等（合計６３名） 

内 容：ＤＶＤ鑑賞後に意見交換  

○青少年非行化防止講演会(青少年対策小松橋地区委員会) 

（江東区） 

 開催日：７月７日  場所：小松橋区民館 

 出席者：町会、地区対委員、保護司、民生児童委員、 

ＰＴＡ、学校、更女会、その他(合計１８４人) 

内 容：講演「人が好き・だから…」生き方 十人十色！ 

 講 師：中澤照子氏（保護司） 

○青少年非行化防止ミニ集会(青少年対策亀戸地区委員会) 

（江東区） 

 開催日：７月８日（金）  場所：第二亀戸中学校 

 出席者：ＰＴＡ、教職員、保護司、地区委員長等、 

城東警察署、第二亀戸中学校長、区職員 

(合計５７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 
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 講 師：城東警察署生活安全課少年第一係長中山茂行氏 

○青少年非行化防止ミニ集会(青少年対策亀戸地区委員会) 

（江東区） 

 開催日：７月１３日（水）  場所：亀戸中学校 

 出席者：ＰＴＡ、教職員、保護司、地区委員長等、 

城東警察署、第二亀戸中学校長、区職員 

(合計５９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：城東警察署生活安全課少年第一係長中山茂行氏 

○青少年非行化防止ミニ集会(青少年対策亀戸地区委員会) 

（江東区） 

 開催日：７月１５日（金）  場所：第三亀戸中学校 

 出席者：ＰＴＡ、教職員、保護司、地区委員長等、 

城東警察署、亀戸中学校長、区職員 

（合計６３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：城東警察署生活安全課少年第一係長中山茂行氏 

○児童虐待防止講演会・薬物乱用防止ビデオ上映会 

（青少年対策大島地区委員会）（江東区） 

開催日: ７月１２日（火） 

場 所: 総合区民センター レク・ホール 

出席者: 区長、ＰＴＡ、民生委員、保護司、 

町会・自治会、地区対委員等（合計１８５人） 

内 容: ビデオ上映『愛する自分を大切に！薬物乱用は

ダメ。ゼッタイ！』及び『おばさんのカレー』、 

事例紹介「青少年を取り巻く現状について」、 

講演「児童虐待防止について」 

 

○防犯少年野球大会（品川区） 

 会 場：しながわ区民公園 他 

 期 間：（5月～）7月 1日～24日 1,216人参加 

 内 容：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 

 

○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） 

目黒商工まつり会場内において啓発活動を実施した。 

 

○第 66 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（大田区） 

※地区推進委員会は特別出張所（区内 18箇所）を単位 

として構成 

開催日：７月の強調月間中に各地区ごとに開催 

※日程上、強調月間前後の月で開催する地区もあり 

内 容：小・中学生の意見発表、演奏、講演など 

 

○青少年地区協議会（北区）   

開催日:７月５日・７日・１４日  
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会 場: 北とぴあ、赤羽会館 

参加者: 小中学校長、小中高生活指導主任、小中ＰＴＡ

会長、警察生活安全課長、青少年地区委員会会

長、保護司等１４４名  

内 容: 小・中学校長及び警察生活安全課長による 

講話、各青少年地区委員会事業予定発表及び 

参加者相互の意見交換  

○第３３回 非行のない明るい街づくり住民大会 

（非行のない明るい街づくり赤羽連絡協議会）（北区）  

開催日: ７月１４日 

会 場: 赤羽会館  

参加者: 北区長、中学校長、中学校教諭、中学生、 

小中学校ＰＴＡ、警察署長等４９０名  

内 容: 中学生による意見発表等  

 

〇第 11回あらかわ「社明」コンサート（荒川区） 

開催日：7月 9日 

場 所：サンパール荒川 

出席者：保護司会会長、区長、教育長、各警察署長、各

消防署長、ACC（荒川区芸術文化財団）理事長、

東京保護観察所主席保護観察官、他 

内 容：“社会を明るくする運動”作文コンテスト入賞

作品朗読、DVD上映、演奏 

〇第 66 回“社会を明るくする運動”集会（“社会を明るく

する運動”町屋地区推進委員会）（荒川区） 

開催日：7月 1日 

場 所：町屋区民事務所 

出席者：地区推進委員長、区議会議員、区民生活部長、

地域振興課長、児童青少年課長 他 

内 容：標語募集について、社明いきいきフェスタに 

ついて、社会を明るくする運動について 等 

 

○平成 28年度 健全育成・社明大会（板橋区） 

 １．式典 

 「青少年健全育成強調期間地域活動方針」及び「社会を

明るくする運動強調月間地域活動方針」採択等 

 ２．講演 

  講演者 高野 優氏 

テーマ「子は育ち、親も育つ。みんなで楽しまな 

くっちゃもったいない」 

 

○かつしか区民の集い（葛飾区） 

開催日：平成２８年７月１７日（日） 

場 所：かめありリリオホール  

 内 容：ハガキによるメッセージ報告、善行青少年 

表彰、少年の主張優秀作文発表、区内小・中学

校によるアトラクション等 

 参加者数：６８０人 

 

○青少年育成地区委員会 合同研修会（江戸川区） 
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○第１７回霞川清掃（青梅市） 

開催日：７月１０日（日） 

内 容：霞川の環境美化を青少年のボランティア活動を

通じて図るとともに、子どもたちにカワニナ・

ホタルの繁殖を通じて自然を大切にする心をひ

ろげ、青少年の健全育成を図った。 

参加者：青少年対策第八支会地区委員会 

第八支会地区自治会・子ども会・東青梅地区 

環境美化委員会・第八支会地区小中学生・教員 

大人約１５０人・子ども約２００人 

合計約３５０人 

 

○中学生サッカー教室（７月２４日実施）（調布市） 

○中学生意見発表会（７月３０日実施）（調布市） 

 

○広報誌（市報）による広報 （７/１号）（東大和市） 

○横断幕の掲出（７/１～７/３１、市役所敷地内） 

（東大和市） 

 

○ひまわりコンサート（清瀬市） 

平成 28年 7月 16日（土）、清瀬けやきホール 

 

○みなみちゃんまつり（東久留米市南中学校地区青少年 

健全育成協議会）（東久留米市） 

開催日：７月１８日 南部地域センター 

東久留米市南中学校地区青少年健全育成協議会主催 

 

○広報紙による強調月間の広報（奥多摩町） 

○啓発チラシ（３種類）を作成し、小学校の児童・中学校

の生徒及び町内の各家庭に全戸配布（奥多摩町） 

 

○ダメ。ゼッタイ。普及運動（東京都） 

「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い 

開催日：６月２６日（日） 

場 所：東京スカイツリータウン 東京ソラマチ４階 

スカイアリーナ（墨田区） 

出席者：東京都福祉保健局長、墨田区長、警視庁本所 

警察署長・組織犯罪対策第五課長、厚生労働省

医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長、 

(公財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター専務 

理事、東京都薬物乱用防止推進協議会会長 

内 容：薬物乱用防止企画展示、啓発活動、国連支援 

募金、警察犬(薬物捜索犬)デモンストレー 

ション、ステージショー、薬物乱用撲滅宣言 
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２広報啓発活動 
（東京都） 

 

○ポスターの掲示（千代田区） 

○社会を明るくする運動 駅前一斉広報活動（千代田区） 

○社会を明るくする運動 街頭パレード（千代田区） 

 

○区広報誌による広報（中央区） 

○区広報集合ポスターの掲示（中央区） 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」ポスターの 

掲示（中央区） 

 

○広報誌（紙）による広報（7 月 1日号）（港区） 

 

○「社会を明るくする運動」懸垂幕の掲出（新宿区） 

・新宿区役所 7月 1日～8月 31日 

・区内百貨店 上記期間中 1週間程度 

○「社会を明るくする運動」啓発物品の配布（新宿区） 

・ウエットティッシュ、ノート、鉛筆、ボールペン 

〇区内百貨店での店内放送（新宿区） 

・7月～8月中、店内放送の実施 

〇「社会を明るくする運動」街頭広報活動（新宿区） 

・8 月 1 日（月）西武新宿駅南口ペペ前広場にて、啓発

物品(救急絆創膏、ウエットティッシュ、ボールペン)

の手渡しによる広報活動 

〇広報紙・ホームページによる広報（新宿区） 

・新宿区広報紙「広報しんじゅく」6 月 25日号掲載 

・区公式ホームページ掲載 

 

○東京ドーム周辺広報啓発活動（共催：社会を明るくする

運動東京都推進委員会）（文京区）  

開催日：７月２日（土） 

     午後３時４５分～午後５時 

場 所：ラクーアガーデンステージ・東京ドーム周辺

（３ヵ所）、礫川公園及び後楽園駅構内、文京

シビックセンター周辺道路）  

内 容：・構成団体（３０団体）をはじめ、少年野球 

（３チーム）・ボーイスカウト（３団体）・ 

ガールスカウト（１団体）が参加し、東京ドー 

ム周辺で啓発品（ティッシュ・メディックバ

ン）を配布し、運動の趣旨を呼びかけた。 

     ・東京ドームシティアトラクションズの協力に 

より、ドンチャック・ララ（マスコットキャラ

クター）が啓発活動に参加した。 

     ・東洋女子高等学校吹奏楽部の協力により、 

セレモニー時の演奏を行った。 

     ・小石川医師会の協力により、本部に看護師が 

常駐し、急病人・ケガ人の対応に備えた。 

参加者：３３０人 

    【内訳】構成団体：１７１人 

少年野球チーム・ボーイスカウト・ガー

ルスカウト、東洋女子：１３９人 

来賓・関係者：２０人 
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○社会を明るくする運動に参加し、啓発品を配布しながら   

 の呼びかけ （保護司会、更生保護女性会、BBS 会） 

 （台東区） 

7/1 区内駅頭（浅草橋・東武浅草）、7/6、7/7 入谷朝顔

まつり、7/17 不忍池弁天堂、7/20 浅草寺宝蔵門 7/21 千

束小校庭での盆踊り、7/22 浅草寺宝蔵門、その他 

鳥越６町会盆踊り、ラジオ体操、盆踊り、子ども会、 

レクリェーション、 各会場 

  

○7/23 うえの夏まつりﾊﾟﾚｰﾄﾞで社明運動・薬物乱用防止に

ついての放送(2 か所)および横断幕・広報旗・プラカー

ド等を掲げて行進（保護司会、更生保護女性会） 

（台東区） 

○保護司会機関誌「ひかり」社明特集号、 

区報「たいとう」、区民新聞による広報（台東区） 

○薬物乱用防止広報活動（保護司会、更生保護女性会、 

BBS会）（台東区） 

ポスターの掲示（保護司会・更生保護女性会会員宅、 

町内掲示板、区施設） 

啓発活動 

（JR上野駅頭、浅草寺宝蔵門、うえの夏まつりパレード） 

○薬物乱用防止懸垂幕の掲出（生活衛生課）（台東区） 

台東区役所・台東保健所 

○薬物乱用防止パネル展示（生活衛生課）（台東区） 

台東区役所・台東保健所 

 

○懸垂幕の掲出（墨田区役所庁舎前）（墨田区） 

 期間：平成 28年 7月 1日～平成 28年 7月 31日 

○第 66回“社会を明るくする運動”駅頭広報活動 

（墨田区） 

（１）開催日：平成 28年 7月 1日（金） 

   場 所：ＪＲ総武線 錦糸町駅前 

東武線 とうきょうスカイツリー駅前 

（２）開催日：平成 28年 7月 9日（土） 

   場 所：東武亀戸線 東あずま駅前 

 

○区報による広報（７月１日号）（江東区） 

○ホームページへの掲載（江東区） 

○懸垂幕の掲出（江東区役所庁舎及び総合区民センターの 

２か所）（江東区） 

 

○懸垂幕の掲出（品川区） 

○広報 統合ポスターの掲出（品川区） 

○広報 統合チラシの配布（品川区） 

○夏季パンフレット（夏休みに 親子で話そう、確かめ 

よう）の作成、配布（品川区） 

 

○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） 
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○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（目黒区） 

○社会を明るくする運動ポスター、ポケットティッシュ 

による広報活動（目黒区全域）（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） 

 

○第 66 回“社会を明るくする運動”広報誌の作成・配布

（大田区） 

※配布先は区立小・中学校、保育園、幼稚園、自治会・ 

町会、出張所等で計 74,000部を配布 

○懸垂幕･横断幕の掲出（大田区） 

“社会を明るくする運動”懸垂幕を区役所本庁舎、 

地域庁舎(1)、特別出張所(3)、警察署(2)へ掲出 

○ＰＲ用品の配布等（大田区） 

①7 月 1 日ＪＲ大森駅、蒲田駅等、区内 5 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 1日本庁舎 1階ロビーにて、“社会を明るくする 

運動”啓発活動としてキャピック（刑務所製品）販売

及びＰＲ用品であるティッシュペーパー、絆創膏等を

配布 

③7 月 3 日、東急多摩川線武蔵新田駅付近で、“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。 

④7 月 23 日、京浜急行線大森町駅付近で、“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 

 

○広報紙による広報（世田谷区） 

 

○「社会を明るくする運動」中野区内駅頭ＰＲ活動 

（中野区） 

場 所：中野サンプラザ前、西武新宿線新井薬師前駅 

○中野区報（６月２０日号）に「社会を明るくする運動」

の記事掲載（中野区） 

○「社会を明るくする運動」広報ビデオ、ＤＶＤの貸出

（中野区） 

○「社会を明るくする運動」中野区庁舎に横断幕掲示 

（中野区） 

○「社会を明るくする運動」中野区第十中学校外塀に 

横断幕掲示（中野区） 

○「社会を明るくする運動」中野区内１２地区推進委員会

において、講演会、懇談会、コンサートなどで、リーフ

レット、うちわ等の配布によるＰＲ活動（中野区） 

○Ｊ：ＣＯＭ中野にてＴＶＣＭ放送（中野区） 

○中野区庁舎ロビーの区政情報ディスプレイにてＰＲ記事

を掲載（中野区） 

○「社会を明るくする運動」広報パンフレット 

「ひまわり なかの」を発行。学校等に配布（中野区） 
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○中野駅「夢通りギャラリー」にてポスター、パネル展示

（中野区） 

 

○広報紙（北区ニュース）による広報（北区）   

○“社会を明るくする運動”懸垂幕の掲出（北区） 

○“社会を明るくする運動”駅頭広報活動 

（北区、北区保護司会、青少年地区委員会）（北区） 

実施日: ７月１日・３日・１７日 

場 所: 浮間舟渡駅、北赤羽駅、赤羽駅、王子駅、 

田端駅、板橋駅、十条駅  

参加数:延べ２０２名 

 

〇あらかわ区報・区 HP による“社会を明るくする運動”PR

（荒川区） 

〇懸垂幕の掲出（“社会を明るくする運動”荒川区推進 

委員会）（荒川区） 

〇防犯ポスターの掲出（“社会を明るくする運動”荒川区

推進委員会）（荒川区） 

〇横断幕の掲出（“社会を明るくする運動”南千住・ 

日暮里地区推進委員会）（荒川区） 

〇啓発物品の配布（“社会を明るくする運動”南千住・ 

荒川・町屋・尾久・日暮里地区推進委員会）（荒川区） 

〇青少年育成地区委員会広報紙発行（青少年育成日暮里 

地区委員会）（荒川区） 

 

○「広報いたばし」（６月２５日号）による広報 

（板橋区） 

 ・７・８月青少年健全育成強調期間 

 ・７月社会を明るくする運動強調月間 

○「社会を明るくする運動」駅頭広報活動の実施 

（板橋区） 

 開催日：７月１日（金） 

 場 所：板橋区役所前駅他１５駅頭 

 参加者：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） 

「ねりま区報」、「健やか運動協力店だより」 

○社会を明るくする運動において、薬物乱用防止啓発 

パンフレット等配布（７月２日）（練馬区） 

 

○駅頭広報（葛飾区） 

 開催日：平成２８年７月１日（金） 

 場 所：区内ＪＲ３駅、京成８駅、北総線１駅 

 内 容：啓発用ティッシュペーパーの配布 

参加者数：３５０人 

 

○啓発ポスターの掲示（八王子市） 

 

○立川市青少年健全育成地区委員長連絡会広報誌 

「立川の青少年」発行 （4,200部発行）（立川市） 
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○広報紙による夏休み対策の掲示（立川市） 

 

○非行防止チラシの配布（市内の全私立・公立学校の 

児童・生徒に配布）（武蔵野市） 

 

○懸垂幕･横断幕の掲出（三鷹市） 

 

○広報紙等による広報（青梅市） 

広報おうめ７月１日号および青梅市ＨＰへ記事掲載 

○市役所内ポスター・電光掲示板による啓発 

（７/１～３１）（青梅市） 

「７月は、青少年の非行・被害防止全国強調月間です」 

○横断幕の掲出（青梅市） 

・「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・青梅警察署」(７/１～３１) 

＊庁舎ベランダ、都道横断歩道橋、市道架道橋、 

計 3ヶ所 

・「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」（６/２５～８/７） 

＊ＪＲ青梅線 河辺駅北口 ペデストリアンデッキ内 

○非行防止啓発チラシの作成および配布（4,946枚） 

（青梅市） 

○遊歩道パトロール（青梅市） 

開催日：７月３０日（土） 

内 容：御岳遊歩道を、青少年対策三田地区委員会、三

田地区を見守る会、青梅消防署、青梅警察署駐

在、三田地区元自治会長会とともにパトロール

し、川原での事故防止のため観光客等へ啓発チ

ラシを配布 

参加者：子ども１２名、大人４２名、計５４名。 

○青少年健全育成チラシの配布（青梅市） 

内 容：第八支会地区自治会・子ども会を通じ、青少年

健全育成チラシを配布した。 

 

○「あいさつ運動推進強調月間」として啓発の取組 

（昭島市） 

○懸垂幕及びのぼり旗の掲出（昭島市） 

○啓発チラシの配布（昭島市） 

○「あいさつ運動標語」マグネットシートを庁用車に掲出

（昭島市） 

 

○非行防止駅頭広報活動（７月１日実施）（調布市） 

○市報ちょうふ（７月５日号掲載）（調布市） 

○調布市公式ホームページ掲載（調布市） 

（掲載期間７月１日～７月３１日） 

○テレビ広報調布（ケーブルテレビ）による放送 

（調布市）（放送日７月５日～７月１１日，３分程度） 

○ポスターの掲示（市内関係各施設）（調布市） 
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○市報こだいらに掲載（小平市） 

６月２０日号２面（社会を明るくする運動）、 

３面（薬物乱用防止・熱中症予防キャンペーン） 

７月 ５日号３面 

（７月は青少年の非行・被害防止全国強調月間） 

７月２０日号６面（薬物乱用防止ポスター標語を募集） 

○薬物乱用防止駅頭キャンペーン（小平市） 

開催日：７月４日、５日  

場 所：鷹の台駅、花小金井駅 

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 ７０人 

内 容：リーフレット、啓発グッズの配布 

 

○懸垂幕の設置（日野市役所本庁舎内）（日野市） 

○ポスターの掲示（日野市役所本庁舎内）（日野市） 

○広報への掲載（広報ひの 6月 15日号、7月 1日号） 

（日野市） 

 

○横断幕の掲出（東村山市） 

 

○内閣府非行防止ポスター「７月は青少年の非行・被害 

防止全国強調月間」を掲示（国分寺市） 

６月中～７月にかけて，２枚を庁内に掲示，５枚を 

青少年育成地区委員会に掲示を依頼 

 

○強調月間ポスターによる広報（国立市） 

 

○健全育成ＰＲ用品の配布（福生市） 

 （青少年育成地区委員会） 

○社会を明るくする運動（福生市） 

 （福生分区保護司会・更生保護女性会） 

○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（福生市） 

 （子ども育成課） 

 

○広報誌（清瀬市報）による広報（清瀬市） 

○のぼり旗 平成 28年 7月 1日～31日（清瀬市） 

○啓発パンフレット等の配布（清瀬市） 

○うちわ、リーフレットを配布（清瀬市） 

○駅頭啓発活動（清瀬市） 

○広報車による啓発活動（清瀬市） 

 

○東久留米市中学校地区青少年健全育成協議会広報誌によ

る広報（東久留米市中学校地区青少年健全育成協議会） 

○ラジオ体操事業実施日に被害防止の啓発（東久留米市 

中央中学校地区青少年健全育成協議会） 

 

○広報誌（市報）及び市ホームページによる広報 

（武蔵村山市） 

○公共施設へ懸垂幕を掲出（武蔵村山市） 
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○青少協だより『多摩のこども』の発行による広報啓発

（多摩市） 

発行日：７月２０日 

内 容：①アンケート結果報告として、市内小中学生の

インターネットに係る利用状況・トラブル実態

などの周知、②児童虐待、非行、インターネッ

トのトラブルなどの相談窓口の周知 

 

○広報紙による広報（稲城市） 

 「広報いなぎ」6月 15日号掲載 

 

○懸垂幕･横断幕の掲出（７月１２日から２６日まで） 

（あきる野市） 

○啓発ポスターの掲示（７月１日から３１日まで） 

（あきる野市） 

 

○薬物乱用対策のポスターを期間中掲示（利島村） 

 2箇所掲示（学校・利島村郷土資料館内） 

 

○広報紙（健全育成連絡会発行「けんぜん」の発行） 

（御蔵島村） 

 

○啓発動画の放映（東京都） 

ＪＲトレインチャンネル、 

Ｇｏｏｇｌｅ Ｔｒｕｅ Ｖｉｅｗ インストリーム 

（ＹｏｕＴｕｂｅ）、街頭ビジョン・デジタルサイ 

ネージ（新宿区、渋谷区、豊島区、八王子市、立川市、

町田市） 

 

３有害環境浄化活

動 
（東京都） 

 

○納涼大会パトロール（千代田区） 

 

○中央区月島補導連絡会街頭補導（中央区） 

日  程 ７月９日（土） 

会  場 月島草市会場 

目  的 青少年の非行防止活動の一環として盛り場等

における青少年の問題行動等の実態及び社会環

境を実地に把握するため 

○合同補導への参加（警視庁主催）（中央区） 

７月２４日（日） 

中学校の生活指導主任１名が警察及び他区の生活指導 

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 

 

〇有害環境浄化活動 

7月 20日（水）歌舞伎町にて浄化活動実施 

（主催：新宿警察署）（新宿区） 

 

○各保護司・更生保護女性会会員 が行う“ミニ集会” 

地域現状の共有化と見守りなどへの協力要請  
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（保護司会、更生保護女性会）（台東区） 

 

○一斉夜間パトロールの実施（墨田区） 

 実施日：7月 20日（水） 

 対 象：区内中学校区域内 

 

○夜間環境実態調査（青少年対策白河地区委員会） 

（江東区） 

開催日：７月２７日  場所：江東区白河地区管内 

 出席者：地区対委員１７人、深川警察署員１人 

 内 容：パトロール、声かけ 

○夏休み期間にＰＴＡを中心とした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に合わせ、開

催町内の防犯パトロール（青少年対策東陽地区委員会）

（江東区） 

○青色回転等搭載の「青パト」に乗務し、日曜を除く 

毎日、昼夜を問わず東陽・木場地区を巡回 

（青少年対策東陽地区委員会）（江東区） 

○環境浄化推進会(青少年対策砂町・南砂地区委員会合同) 

（江東区） 

 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、江東区保護司会副会長、 

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会長、 

同南砂地区会長、城東警察署生活安全課少年 

第一係長、青少年課長、江東区社会福祉協議会

事務局長、環境浄化推進委員、地区対委員 

（合計１７０人） 

 内 容：講演会、平成２８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案内 

○環境浄化一斉パトロール 

(青少年対策砂町・南砂地区委員会合同) （江東区） 

 開催日：７月２０日  場所：砂町小学校 

出席者：砂町連合町会長、城東警察署少年第一係長、 

環境浄化推進委員、城東母の会、地区対委員 

（合計２００人） 

内 容：各学区域内パトロール出陣式 

 

○盆踊り見廻りパトロール（目黒警察署・委嘱補導員・ 

目黒母の会で合同実施）（目黒区） 

実施場所：祐天寺境内 

 

○環境浄化活動（１７青少年育成委員会）（杉並区） 

 ・地域（商店街、公園、通学路）安全パトロール 

 ・不健全図書類の販売・陳列等の調査 

 

〇街頭夜間パトロール（青少年育成南千住地区委員会）

（荒川区） 

〇不良広告物撤去活動（青少年育成南千住地区委員会）
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（荒川区） 

〇地域安全・環境浄化パトロール（青少年育成荒川地区 

委員会）（荒川区） 

〇街頭パトロール（青少年育成町屋）（荒川区） 

 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（練馬区） 

○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研修会（葛飾区） 

開催日：平成２８年７月２日（土） 

 場 所：かつしかシンフォーニーヒルズ 

 内 容：４つのテーマごとに講師による講義 

参加者数：２７２人 

 

○青少年育成地区委員会による夜間パトロール 

（江戸川区） 

 

○青少年育成環境一斉クリーン活動（八王子市） 

実施基準日：平成 28年 6月 26日（日） 

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、地域清掃活動を実施 

 

○有害図書･DVD等回収（三鷹市） 

 

○遊技場、不健全雑誌等の販売店等への協力依頼 

（青梅市） 

市内 81事業所（7月 27日付け通知） 

パチンコ店 9、ビデオ販売レンタル店 4、カラオケ店 2 

ゲームセンター 4、コンビニエンスストア 62 

 

○地域内パトロール（地域の危険個所点検、夏祭り等）

（昭島市） 

○青少年健全育成協力店指定制度の実施（昭島市） 

 ① 業者様の自主的な活動として青少年に販売すること

が好ましくない商品は販売しない。店内や店舗周辺が

飛行少年のたまり場とならないように留意する。深夜

はいかい、喫煙、飲酒等を発見した際には「暖かい一

声」をかけるとともに、必要に応じて関係機関に連絡

する。青少年の犯罪行為を発見した場合は、保護者や

関係機関に連絡する。状況に応じ、児童・生徒の緊急

時の一時保護及び安全確保を行う。 

 ② 青少年に良好な環境づくりと非行防止を図るための

意識を持ち、授業員の方に対する周知を図る。 

 ③ 昭島市補導連絡会による環境浄化活動、青少年とと

もにあゆむ地区委員会による地域パトロール活動の立

寄りなどに協力する。 

 

○有害環境調査（実施期間７月１日～８月３１日） 

（調布市） 
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 （調布市健全育成推進地区委員会委員による調査） 

  ※調査実施中 

○非行防止街頭パトロール（７月２１日実施）（調布市） 

 

○有害図書･ビデオ等自動販売機実態調査（東村山市） 

 

○都より封入で 10 枚程度郵送される「不健全図書類指定の

お知らせ」を，青少年育成地区委員会連絡会で，委員に

配布している。（直近７月 19日）（国分寺市） 

 

○環境浄化運動・不健全図書チェックパトロール 

（福生市） 

 ・市内のコンビニ、書店、ビデオ店等の立入調査を 

行う。（青少年育成地区委員会） 

 

○有害図書･ビデオ等自動販売機実態調査（清瀬市） 

 

○東久留米市愛のひと声運動強調期間パトロール 

（東久留米市愛のひと声運動実施委員会）（東久留米市） 

○地域パトロール（東久留米市中学校地区青少年健全育成

協議会）（東久留米市） 

 

○当市青少年補導連絡会による夏期街頭補導活動 

（夜間パトロール）（武蔵村山市） 

 青少年健全育成協力店の店長宛てにアンケート調査を 

依頼し、青少年の現況を把握する。(警視庁東大和警察署

職員及び公立小中学校校長会代表が同行) 

 

○地区委員会による地域パトロール（多摩市） 

 

４研修会等 
（東京都） 

 

○青少年問題協議会（千代田区） 

○青少年対策地区委員会定例会（千代田区） 

 

○校（園）外・教育環境対策合同委員会 

（中央区ＰＴＡ連合会）（中央区） 

開催日：平成２８年７月７日（木） 

内 容：講演会 

    「みんなで育もう子どもたちの安全」 

講 師：うさぎママのパトロール教室 

    主宰 安全インストラクター 武田 信彦 氏 

○生活指導主任研修会（教育センターにて）（中央区） 

開催日：７月８日（金） 

・児童・生徒の夏季休業中の生活指導について 

・児童・生徒の非行防止指導について 

・いじめの防止等の取組について 

○教育相談研修会（中央区） 

開催日：７月２６日（火） 

場  所：中央区立明石小学校 

出席者：区内幼稚園・小学校・中学校教員 
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内  容：教育相談の基礎・基本 

○教育相談研修会（中央区） 

開催日：７月２９日（金） 

場  所：中央区立明石小学校 

出席者：区内幼稚園・小学校・中学校教員 

内  容：不登校・いじめの理解と対応 

 

○"地域ミニ集会のもち方”利用目的とした保護司対象の 

 研修会（保護司会、更生保護女性会）（台東区） 

 

○地域パトロール研修会（総合庁舎大会議室）（目黒区） 

○社会を明るくする運動ミニ集会（目黒区内各所） 

（目黒区） 

○薬物乱用防止教室（自由が丘学園高校）（目黒区） 

○セーフティ教室（非行・被害防止教室） 

（目黒高校、鷹番小学校他）（目黒区） 

○保護司対話集会（原町小学校：管内の少年非行概要）

（目黒区） 

 

○青少年地区委員会合同研修会（世田谷区） 

 

○社会を明るくする運動講演会 

（北区保護司会によるミニ集会）（北区） 

 

〇青少年育成関係者懇談会（青少年育成荒川地区委員会）

（荒川区） 

〇青少年健全育成懇談会（青少年育成町屋地区委員会）

（荒川区） 

 

○生活指導に関する学校と警察の連絡協議会（練馬区） 

 区内の当面する生活指導上の課題に関する情報交換 

および協議（７月１２日） 

○薬物乱用防止練馬区地区協議会推進員対象研修会 

（練馬区） 

 開催日：７月２８日   

 参加人数：７８名 

 

○青少年問題協議会（立川市） 

○青少年補導連絡会常任委員会（立川市） 

 

○生活指導主任会による生活指導担当者会議（三鷹市） 

 

○「第６支会地域の安全を守る会」研修会（青梅市） 

開催日：７月１日（金） 

講 師：青梅警察署生活安全課防犯係長・ 

防犯アドバイザー 

内 容：「最近の犯罪の動向と防犯対策」 

参加者：３８名 

○青少年対策小曾木地区および成木地区委員会合同会議

（青梅市） 
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開催日：７月６日（水） 

内 容：青少年社会参加事業「黒沢川清掃」(8/7 実施予

定)および小曾木・成木合同ジュニアキャンプ教

室打合せ 

参加者：１３名（事務局含む） 

 

○青少年問題協議会（昭島市） 

○青少年補導連絡会（昭島市） 

 

○調布市青少年問題協議会 （７月１日開催）（調布市） 

○調布市青少年補導連連絡会（７月８日開催）（調布市） 

○調布市健全育成推進地区代表者連絡協議会 

（７月１４日開催）（調布市） 

 

○中学校及び高等学校にて薬物乱用防止に関するセーフ 

ティー教室（講習会）の実施（小金井市） 

 

○青少年問題協議会（福生市）（子ども育成課） 

 

○東久留米市中学校地区青少年健全育成協議会連絡会 

（東久留米市） 

 

○東京都薬物乱用防止推進多摩市協議会（多摩市） 

日 時：６月２４日 

内 容：平成２８年度薬物乱用防止ポスター・標語募集

の取り組み検討 

 

○青少年問題協議会（稲城市） 

 7月 7日（木）実施 

 

５その他 
（東京都） 

 

○事業を通しての普及啓発活動（サマーコンサート、 

剣道大会）（千代田区） 

 

○第 66 回“社会を明るくする運動” 第 30 回みなと区民の

集い（7月 9日）（港区） 

 

○第７回 文京矯正展（文京区）  

（共催：府中刑務所、公益財団法人矯正協会刑務作業協力

事業部） 

開催日：７月１４日（木）～１６日（土） 

     午前９時３０分～午後４時 

（最終日１６日（土）は午後３時まで） 

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、島原手延

べ素麺の販売 

     文京区小石川福祉作業所によるパンや加工品等
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の販売 

来場者：４，２００人（３日間の推計） 

 

○「親子対話・共同作業」運動として ワークショップ開催 

（保護司会、更生保護女性会、東京藝術大学） 

（台東区） 

7/16 匠に学ぶ in東京藝術大学 

参加小学校＝根岸、東泉、蔵前、金竜、平成小 

7/26・27・28 ラジオ体操会場（花園、松葉、入谷南の 

各公園）での子供会 

○上野夏まつりパレード（生活衛生課）（台東区） 

○社会を明るくする運動（生活衛生課）（台東区） 

上野駅、浅草寺 

○早朝清掃活動（上野地区）（台東区） 

 7/21旧岩崎邸庭園、上野区民館 

参加者＝上野地区内の児童、生徒、地区委員会役員、 

区職員、上野署員 

旧岩崎邸庭園内の清掃 

警察署員による講話「夏休みの安全な過ごし方につい

て」 

「ザ・ペンギンズ マダカスカルシリーズ」アニメ映画

会 

 

○社会を明るくする運動 

（墨田区各所にて地域集会を実施）（墨田区） 

 

○“社会を明るくする運動”街頭広報活動（江東区） 

開催日：７月１日  場所：区内１１駅１２か所 

 出席者：区長、教育長、保護司会、更生保護女性会、 

ＰＴＡ、青少年対策地区委員会、区職員ほか 

 内 容：のぼり旗、マイクによる街頭宣伝活動、 

通行人への啓発物品（ポケットティッシュ等）

配布 

 

○社会を明るくする運動（品川区） 

  １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：８０１名  

２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２９件  

      善行表彰 個人０件、団体２０件 
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      特別表彰 個人４件、団体５件 

○地区委員関係（品川区） 

(１)区民まつり 

開催日：７、８、９月の金曜日、土曜日、日曜日 

実施地区：区内１３地区 

(２)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 

(３)中学生ボランティア活動啓発事業 

 開催日：７月２３日 

 実施地区：荏原第四地区委員会以上延べ２２件 

 

○「社会を明るくする運動」作文コンテスト（中野区） 

 

○社会を明るくする運動（杉並区） 

 ・駅頭広報活動 

 開催日：７月６日（水） 場所：区内１７駅 

・SUGINAMIひまわりフェスタ 

開催日: ７月１８日（祝） 場所:セシオン杉並 

○夏のボランティア体験（杉並区社会福祉協議会と共催）

（杉並区） 

○スポーツ、文化活動（１７青少年育成委員会） 

（杉並区） 

 ・ラジオ体操 

 ・盆踊り 

 ・少年野球大会 

 ・万歩会 

 ・カヌー教室 

 

○“社会を明るくする運動”映画鑑賞会（北区保護司会）

（北区） 

開催日: ７月２３日 

会 場: 滝野川会館  

参加数: ９０名 

内 容:映画「幸福の黄色いハンカチ」の上映を通じて、

地域住民に非行歴のある少年等の更生保護に対す

る理解と協力を求めていく。 

○各青少年地区委員会による活動（北区） 

健全な地域環境づくり推進のための啓発活動、 

各種スポーツ大会、ハイキング、キャンプ等 

 

○社会を明るくする運動（練馬区） 

 パネル展 

 実施期間：７月１日～７月３１日 

 社会を明るくする運動フェスティバル 

 開催日：７月２日 場所：練馬区 

 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 

 開催日：７月２１日 場所：練馬区 
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 内 容：式典、アトラクション 

○青少年対策活動（練馬区） 

 ジュニアリーダー養成講習会 

 青少年育成地区委員会の健全育成事業 

○暴力行為の概要に関する調査（練馬区） 

 平成２８年４月～６月の児童･生徒の暴力行為の概要につ

いて、全小中学校を対象に実施（７月） 

 

○善行青少年表彰（葛飾区） 

 開催日：平成２８年７月１７日（日） 

 場 所：かめありリリオホール 

 表 彰：個人３名、団体１団体 

  ※善行青少年表彰は、上記１に記載の「かつしか区民

の集い」の中で行う 

 

○社会を明るくする運動 駅頭広報活動 

同   中央集会 7/1（金）東部フレンド公園 

（江戸川区） 

 

○社会を明るくする運動（八王子市） 

（１）駅頭一斉広報活動 

 （八王子市内８駅 11箇所で実施） 

実施日：平成 28年 7月１日（金） 

内 容 ：犯罪や非行をなくすとともに、地域で立ち直

りを支えるといった運動の趣旨についての啓

発を目的に、市内の主要駅頭において、運動

の啓発物資（ウエットティッシュ）を配布 

 

（２）「みんなに届け！わたしたちのメッセージ！」  

実施日：平成 28年 7月 18日（月）  

場 所 ：いちょうホール 

内 容 ：第 65 回“社会を明るくする運動”作文コンテ

スト表彰式、入賞作品発表。また、上柚木小

学校 合唱、みなみ野中学校 ダンス、陵南中

学校 吹奏楽による音楽の集いを実施した。 

 

○社会を明るくする運動（三鷹市） 

 

○社会を明るくする運動（青梅市） 

駅頭活動：市内中学生、保護司等による広報資料の配付 

ポスター・垂れ幕の掲出 

市内公園等での広報活動 

○市立第一中学校ＰＴＡによるふれあい巡回パトロール

（青梅市） 

期日等：夏休み期間中、１１地区で延べ２０日実施 

※７月中は９地区で延べ１０日実施 

内 容：地区ごとに集合し、地域内（駅、公園、神社、

コンビニなど）を巡回した。 

○ティーボール大会の開催（青梅市） 

開催日：７月１８日（月・祝） 
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内 容：各地区の小学生が男女合同のチームを結成し 

試合を行った。 

参加者：約２５０名（合計１１チーム） 

○社会を明るくする運動「ビデオの上映とお話しの夕べ」

の開催（共催）（青梅市） 

開催日：７月２０日（水） 

会 場：長淵市民センター 

内 容：講演 

参加者：３３名 

○社会を明るくする運動、地区講演会の開催（青梅市） 

大門地区保護司、自治会連合会第三支会、青少年対策大

門地区委員会、大門地区子供会育成会との共催 

開催日：７月２０日（水）午後 7時 30分から 9時 

講 演：「中学生の現状について」 

講 師：市立第３中学校 校長 川窪公夫氏 

内 容：ＤＶＤ上映 「危険なつながり」 

（偽りのメッセージ） 

参加者：３８名 

○球技大会の開催（青梅市） 

開催日：７月１６日（土） 

会 場：第５小学校体育館、梅郷市民センター体育館 

内 容：各支部対抗のドッヂボール大会 

（第５小学校 PTA主催） 

参加者：２４１名（児童２１０名、役員等３１名） 

○青少年社会参加事業「黒沢川清掃」(8/7 実施予定)に 

向けてのジュニアリーダー講習会（第２回目）の開催

（青梅市） 

開催日：７月２日（土） 

内 容：周知ポスターの作成ほか 

参加者：４１名 

○青少年対策小曾木地区・成木地区合同「マスつかみ取り

体験とスイカ割り」および「ジュニアキャンプ教室」の

開催（青梅市） 

開催日：７月２３日（土）～２４日（日） 

内 容：マスつかみ取り体験とスイカ割り、宿泊による

飯ごう炊さん、レクリエーション等 

参加者：６８名 

（他ボランティア、事務局・協力者等４３名） 

○子どもの情報交換会の開催（青梅市） 

開催日：７月７日（木） 

内 容：地区の子ども会・ＰＴＡ等の代表者に集まって

もらい、座談会形式で青少年健全育成に対する

現代の課題について話し合いを行った。 

参加者：青少年対策第八支会地区委員会 １９名 

○夏休み学習塾の開催（青梅市） 

期 間：７月２１日（木）～８月３１日（水） 

内 容：市民センター会議室を学習室として開放 

○体験型学習事業「ジャガイモ掘り 体験！」の開催 

（青梅市） 

期 日：７月２日（土）午前中 
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会 場：東京都農林水産振興財団 青梅畜産センター内 

内 容：上記財団と青梅食育クラブの協力により、 

ジャガイモ掘りの体験、施設見学および試食会

の実施 

参加者：小学生以下の子どもと保護者 ６８名 

（他に協力団体、青少対および事務局 

計 約２０名） 

○社会を明るくする運動、地区『映画とお話の夕べ』の 

開催（青梅市） 

青少年対策第１１支会地区委員会、自治会連合会 

第１１支会、藤橋・今井地区保護司との共催。 

日 時：７月２日（土）午後７時～８時３０分  

会 場：今井市民センター 会議室 

講 演：「青少年犯罪の現状と対策」  

講 師：青梅警察署生活安全課少年係 担当係長 

内 容：ＤＶＤ上映 「転落へのクリック」関係ＤＶＤ 

参加者：５０人 

 

○社会を明るくする運動（昭島市） 

 犯罪や非行防止の啓発パンフレット駅頭配布 

（青少年補導連絡会・市内中学校生徒） 

 

○夜間パトロール（調布市） 

（調布市健全育成推進地区委員会委員によるパトロール） 

 

○社会を明るくする運動（地域福祉課）（小金井市） 

駅頭広報活動（７月１日） 

→JR 武蔵小金井駅及び JR 東小金井駅にて、各委員・中

学生ボランティア・事務局によるティッシュ・メディ

ックバンの配布 

子ども映画会（７月２１日） 

→中央大学附属高等学校講堂にて、鉄拳の社会を明るく

する運動パラパラマンガ及びアニメ映画「ミニオン

ズ」を上映 

街頭（阿波踊り会場）広報活動（７月２３日） 

→各委員・事務局による竹うちわの配布 

標語の募集 

→少年の非行防止、健全育成にふさわしい標語の一般 

公募（７月３１日まで受付け、１０月の推進委員会 

にて選考予定） 

○特殊詐欺被害防止・危険薬物等の対策に関する覚書の 

締結（小金井市） 

 

○社会を明るくする運動駅頭広報宣伝活動（小平市） 

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 １４８名 

内 容：啓発物資の配布 

 

○第６６回“社会を明るくする運動” （日野市） 
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 “社会を明るくする運動”は、すべての国民が、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、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行の

無い明るい地域社会を築こうとする、法務省が主唱する

全国的な運動で、毎年７月が強調月間である。 

 今年も例年通り日野市長が日野市推進委員長となり、以

下の運動を実施した。 

○子どもいきいきふれあいステージ（日野市） 

開催日：平成 28年 7月 2日（土） 10時～12時 

場 所：日野市立平山中学校体育館 

内 容：日野警察署による防犯トーク、市内小中学生に

よる演奏、合唱など／参加者による広報用品の

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、総務部長、教育部参事、東京保

護観察所立川支部長、日野警察署少年係長、日

野・多摩・稲城地区保護司会会長、日野分区

長、日野・多摩・稲城地区更生保護女性会会

長、日野市平山中地区青少年育成会会長、日野

市平山中学校 PTA会長など 

○作文コンテスト（日野市） 

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無い地域社会づくりや

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」ポスターを掲示（国分寺市） 

 

○社会を明るくする運動（国立市） 

 

○児童館における青少年の居場所づくり（福生市） 

 （子ども育成課） 

○ふっさっ子の広場による居場所づくり（福生市） 

 （生涯学習推進課） 

 

○「社会を明るくする運動」（清瀬市） 

  作文コンテスト募集、対象者・・・小・中学生 

 

○社会を明るくする運動（東久留米市） 

○平和事業 -千羽鶴つくり-（東久留米市） 

○伝統和紙と牛乳パックを使って「六角箱作り」 

（東久留米市下里中学校地区青少年健全育成協議会）

（東久留米市） 

○絵手紙教室～三世代交流～（東久留米市西中学校地区 

青少年健全育成協議会）（東久留米市） 

 

○社会を明るくする運動（地域福祉課）（武蔵村山市） 

 ・保護司等による社会を明るくする運動ポケットティッ
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シュの街頭配布 

 ・映画と音楽のつどい 

○薬物乱用防止キャンペーン(健康推進課）（武蔵村山市） 

 ・市報、ポスターによるＰＲを実施 

 

○社会を明るくする運動（多摩市） 

○スポーツ・文化活動等（市内 10地区委員会）（多摩市） 

・ラジオ体操 

・キャンプ 

・バスハイク  など全１３件 

 

○社会を明るくする運動（稲城市） 

 ①7 月 1日（金） 市内駅頭等 7箇所で実施 

 ②7 月 11日（月） 読売ジャイアンツ球場で実施 

 ③その他、盆踊り、夏祭りで広報活動を実施 

○市内一斉夜間パトロール（稲城市） 

 7月 29日（金） 市内 10地区で実施 

 

○社会を明るくする運動 駅頭キャンペーン 

（７月４日実施）（あきる野市） 

 

〇社会を明るくする運動 挨拶運動（西東京市） 

7月 11日(月)～15日(金) 

 

○健全育成連絡会の実施（御蔵島村） 

 

 


