平成 28 年度「子供・若者育成支援強調月間」実施結果
都道府県名
区
１ 大会等
（新宿区）

（文京区）

青 少 年 行 政 青少年・治安対策本部 総合対策部
主管課(室)名 青少年課

東京都
分

内

容

備

・若者のつどい
４（１）ア②
日時：11 月 19 日 13 時〜16 時 45 分
場所：新宿区立新宿文化センター
参加者：1,500 人
内容：20〜30 代の若者を中心に、同世代や
地域とのつながり及び行政の情報提供を
目的としたイベント
・文京区「家庭の日」啓発事業
4(1)ア
文京区青少年健全育成会九地区合同行事
「文の京こどもまつり」
開催日：11 月 13 日（日）
場 所：文京スポーツセンター
教育の森公園
内 容：①ストラックアウト
（礫川青少年健全育成会）
②レジ袋ロケット！
（大原青少年健全育成会）
③手作りおもちゃの広場
（大塚青少年健全育成会）
④カラフル青春わたあめ
（音羽青少年健全育成会）
⑤ユシマ特製ヤキソバ
（湯島青少年健全育成会）
⑥ペンシルバルーン
（向丘青少年健全育成会）
⑦ポップコーンの 根津屋
（根津青少年健全育成会）
⑧昔あそび
（汐見青少年健全育成会）
⑨カーレット
（駒込青少年健全育成会）
⑩「あいさつ・声がけ」スタンプ
ラリー
⑪手作り工作（児童館）
⑫地域安全教室
（文京区危機管理課）
⑬kids’ English Corner
（文京区アカデミー推進課）
⑭火災が起きたらどうするの？
(小石川消防少年団)
⑮ケーブルわなげ
（東京ケーブルネットワーク）
⑯ふわふわスライダー
⑰遊び場
⑱文京プレーパーク
・外で遊ぼうよ！
（文京区にプレーパークを作る会）

考

⑲飲み物ブース
来場者：約 6，000 人
主催：文京区青少年健全育成会九地区
合同行事実行委員会
共催：文京区
（台東区）

・要保護児童支援ネットワーク代表者会議 ４(1)ウ②③
出席
・台東区要保護児童支援ネットワーク 講演 ４(1)ウ②③
会＆養育家庭体験発表会
講演「発達段階における思春期の特徴と
上手な関わり方」
講師 恩賜財団母子愛育会愛育相談所
所長 齋藤万比古先生
・台東区若者支援講演会「ひきこもる若者の ★４(1)イ④
心理 いま、家族にできること」
講師 斉藤環氏

（目黒区）

・子育てに関する講演会
「思春期の子どもに寄りそって」
（子ども家庭課）
開催日：11 月 21 日（月）
場所：目黒区総合庁舎
内容：西野博之氏の講演会
参加者：52 人

（大田区）

４ (1)ア
・大田区民のつどい
開催日：11 月 19 日
場所：大田区民ホール・アプリコ
出席者：大田区長､教育長､区議会議長、
東京保護観察所長、ほか、社会
を明るくする運動協力団体
内容：中学生の意見発表、
区内高等学校による演奏、
歌手 五島つばきによる
「ひまわりの譜」

（世田谷区）

・平成２８年度「世田谷区青少年・青少年関
係者表彰式」の開催
開催日：平成２８年１１月１３日（日）
場所：世田谷区役所第３庁舎ブライトホー
ル
内容
模範青少年の表彰（個人１４人、４団体）
青少年育成功労者へ感謝状贈呈(３１名）
東京都知事表彰受賞者の紹介
4 (1)ウ
・
「妊娠期からの切れ目のない支援
フォーラム〜世田谷版ネウボラの目指すも
の〜」の開催
開催日：１１月２日（水）
場所：玉川区民会館ホール
参加者： １６０名
内容：第１部 講演会
「世田谷版ネウボラの目指すもの」講師：
福島 富士子氏
第２部 シンポジウム
「妊娠期からの支援と子どもの虐待
予防」

4(1)イ③

広報：ちらしの裏面を子ども家庭支援
センターのＰＲとし、各関係機関
に広く配布。
・養育家庭体験発表会の開催
4（1)ウ
開催日：１０月１２日（水）
場所：世田谷文化生活情報センター・生活
工房
参加者：５０名
内容：・養育家庭制度の説明
講師：奥田晃久氏
(明星大学 教育学部特任准教授)
・養育家庭体験発表
(里親・里子)
・パネルディスカッション
「里親の喜び、家族の大切さ」
（杉並区）

（北区）

（板橋区）

４（１）ア
・協賛事業「ノベンバーフェスタ２０１６」
（和田青少年育成委員会）
実施日：１１月５日（土）
会場：杉並区立第十小学校校庭
来場者：約５０００人
４（１）ア
・少年少女親善サッカー大会
（堀松梅宮青少年育成委員会）
実施日：11 月 23 日（水、祝日）
会 場：済美山運動場
参加者数：415 人

・広報紙による啓発（北区ﾆｭｰｽ 11 月 1 日号）
★4 (1) ウ、オ
・北区公式ホームページによる広報
★4 (1) オ
・ 青少年に有害なビラ・チラシお断り 啓
4 (1) オ
発ステッカーの作成、配布
・啓発物品（あいさつ運動ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ）の作
成及び各青少年地区委員会・各区立小中学
校への配付
(1)ア②
・板橋音楽祭ジュニア 2016
開催日：11 月 5 日（土）
場 所：板橋区立文化会館大ホール
参加者：3,000 人
内 容：中学生の文化部活動の発表（区
立中学校 23 校が参加）
(1)ア②
・少女バレーボール秋季大会（熊野地区）
開催日：11 月 6 日（日）
場 所：板橋第五小学校
参加者：150 人
内 容：少女バレーボールを通して地域
の交流を深め、健全育成を図る
ことを目的として実施した。
(1)ア②
・少年野球秋季大会（熊野地区）
開催日：11 月 13 日（日）
場 所：東板橋少年野球場
参加者：150 人
内 容：少年野球を通して地域の交流を
深め、健全育成を図ることを目
的として実施した。
(1)ア②
・ドッジボール大会（仲宿地区）

（葛飾区）

（江戸川区）

開催日：11 月 27 日（日）
場 所：板橋第三中学校
参加者：260 人
内 容：小学生を対象にドッジボール大
会を行った。また、会場校と連
携し、生徒がボランティアで審
判を行った。
(1)ア②
・ドッジボール大会（中台地区）
開催日：11 月 20 日（日）
場 所：中台中学校
参加者：178 人
内 容：管内小学生を対象にドッジボー
ル大会を開催した。（協力：NPO
法人 志村スポーツクラブプリ
ムラ）
(1)ア②
・前野地区交流サッカー大会（前野地区）
開催日：11 月 5 日（土）
場 所：富士見台小学校
参加者：90 人
内 容：前野地区の小学生サッカーチー
ムを対象に大会を行った。低学
年、中学年、高学年の部におい
て、各３チームが参加し、大会
を通じて交流を深めた。
(1)ア②
・大縄跳び大会（高島平地区）
開催日：11 月 23 日（祝）
場 所：旧高島第七小学校
参加者：308 人
内 容：スポーツを通じて高島平地区内
の小・中学生の交流と親睦を
図った。
4(1)ア①②③及びイ
・
「子どもの生きづらさを乗り越えて
―子ども支援をどうするか？―」
（葛飾区教育委員会、葛飾区社会教育委員
の会議）
開催日：11 月 6 日
出席者：教育長、社会教育委員、
青少年育成関係者、民生委員等
63 人
内容：パネルディスカッション、
ポスターセッション
（１）エ④
・子育てフェスティバル
開催日：11 月 5 日
場所：区内８か所で開催
○共育プラザ６館
（小岩・平井・葛西・南小岩・一之江
・南篠崎）
○グリーンパレス
（遊戯室・Ｇスタジオ）
○臨海らっこルーム
趣旨：地域子育て支援、また活動のＰＲを
目的として開催する。身近な子育て
支援の場としての保育園と共育プ

ラザ等の利用促進を図る。
内容：アトラクションコーナー（パネルシ
アター、手遊び、リズム、体操）展
示コーナー（公園マップ、手作りお
もちゃ、保育園ランチの紹介、保育

（立川市）

ママ紹介）、遊びのコーナー（まま
ごと、木のおもちゃ、手作りおもち
ゃ、作ってあそぼう等）
参加者：①親子等 1,790 人

（青梅市）

・第 36 回立川市中学生の主張大会
開催日：11 月 3 日
場 所：たましん RISURU ホール大ホール
出席者：市長、教育委員長、教育長、
市議会議長、青少年健全育成関係
者等 482 人

4 (1)ア

長淵地区：長淵地区文化祭（青少年対策第二
支会委員会）
開催日：11 月 13 日（日）
場 所：長淵市民センター
参加者：約 400 人
内 容：模擬店を開催し活動をアピール
大門地区：ふるさと祭り 2016（青少年対策大
門地区委員会）
日 時：11 月 20 日（日）
会 場：大門市民センター会議室
参加者：220 人・役員 27 人 合計 247 人
内 容：参加賞・体力測定カードを配布。
体力測定を通じ、ふれあいを図
る。（身長・体重・長座体前屈・
握力・血圧測定）
梅郷地区：三校連携ランニング教室（＊沢井
地区との共催事業）
開催日：11 月 26 日（土）午前 9 時〜11 時
会 場：市立西中学校校庭
参加者：五小・六小の児童、西中の生徒、
講師、役員等 計 142 人
内 容：アスリートの指導を通してランニ
ングの基礎を学び、誰もが走る楽
しさを味わい、小・中学生が楽し
く交流する機会とする。
沢井地区：サウンドフェスタ三田
開催日：10 月 30 日（日）
会 場：沢井市民センター体育館
参加者：西中学校吹奏楽部、各音楽サーク
ル等 計 140 人
内 容：地元中学校吹奏楽部を中心とした
出演者による音楽祭
＊沢井地区：三校連携ランニング教室（梅郷
地区との共催事業）
小曾木地区：小曾木地区文化祭
開催日：11 月 12・13 日（土・日）
会 場：小曾木市民センター
参集者：約 800 人
内 容：青少対小曾木地区委員会活動紹介

4 (1)ア②

★4 (1)ア②

4 (1)ア②

4 (1)ア②

4 (1)ア②
4 (1)ア②

4 (1)ア②

（調布市）

パネルの展示等
東青梅地区：第八支会ハイキング（青少年対
策第８支会地区委員会）
開催日：11 月 3 日（木･祝）
場 所：東青梅市民センター〜風の子太陽
の子広場
参加者：青少対役員、地区自治会、地区子
供会等 約 150 人
東青梅地区：第 40 回青少年球技大会（青少
年対策第８支会地区委員会）
開催日：11 月 23 日（水･祝）
場 所：青梅市立第四小学校校庭
参加者：青少対役員、地区子供会等
約 130 人
河辺地区：第 12 回河辺地区親子ふれあい綱
引き大会（青少年対策第 10 支会
地区委員会）
開催日：11 月 27 日（日）
会 場：河辺市民センター 体育館
参加者：180 人
今井地区：ふるさと祭り 2016（青少年対策第
11 支会地区委員会）
開催日：11 月 6 日（日）
場 所：今井市民センター体育館
参加者：子供 133 人、青少対役員 27 人
内 容：ストラックアウト、ミニゴルフ、
サッカーターゲット等のゲーム
今井地区：動物ふれあい祭り（青少年対策第
11 支会地区委員会）
開催日：11 月 6 日（日）
場 所：今井ふれあい公園
参加者：子供 190 人
内 容：小動物とのふれあい
・調布市教育シンポジウム
開催日：９月３日（土）
場 所：調布市文化会館たづくり大会議場
出席者：小・中学校管理職,教員,保護者,
地域関係者，市民
内 容：各学校で取り組むオリンピック・
パラリンピック教育について，広
く周知・啓発を行い，教育委員会
と市庁部局が一体となって，オリ
ンピック・パラリンピックに向け
ての気運の醸成を図ることを目的
とする。
・家庭教育セミナーの開催（調布市）
内 容：家庭教育に関する知識や意識の
向上を図るため，市内公立小・
中学校のＰＴＡが企画，実施す
る家庭教育に関するセミナーに
対して，講師謝礼・手話通訳者
謝礼の助成等による支援。
テーマ：インターネットトラブル防止，
親子のコミュニケーション等
※平成２８年度は，１６校で実施予定
１１月は５校で実施

4 (1)ア②

4 (1)ア②

4 (1)ア②

4 (1)ア②

（小平市）

･青少年健全育成講演会
★4(1)エ
開催日：平成 28 年 11 月 15 日（火）
場 所：小平市中央図書館
内 容：
「子どもの自己肯定感を高めるた
めのかかわり方」をテーマに講師
を招いて講演会を実施
4(1)ア
・第 42 回小平市少年少女マラソン大会
（小平市・小平市体育協会）
開催日：平成 28 年 11 月 26 日（土）
場 所：小平市中央公園競技場及び公園
周回コース
内 容：小学 3〜6 年生対象のマラソン
大会

（日野市）

・虐待防止啓発講演会
児童虐待防止に資する講師を招き、児童虐
待防止について関係者、市民、市職員を対象
に講演会を開催

（東村山市）

４（１）エ
・善行表彰・中学生の主張大会
４（２）
開催日：１１月２０日 場所：東村山市
出席者：市長、教育長、青少年問題協議
会委員 等
内 容：善行表彰・中学生の主張大会
（絵画・イラスト部門/作文）
アトラクション（市内、小学校の
児童、生徒による発表）

（清瀬市）

・５地区合同事業 講演会「支援の必要な
子どもたちへの関わり方〜発達障害、
グレーゾーンの理解と対応」
講師：加賀谷 崇文氏
開催日：12 月 17 日（土）
場所：清瀬市生涯学習センター 7 階
アミューホール
（主催：青少年問題協議会地区連絡会）

（東久留米）

4（１）ア
・にこにこフェスタ 2016in 三小
（東久留米市久留米中学校地区青少年健全
育成協議会）
開催日：11 月 26 日（土）
場所：東久留米市立第三小学校
参加者：子ども 432 人、大人 120 人
主催：東久留米市久留米中学校地区青少年
健全育成協議会
4（１）ア
・みんなで楽しく‑地域まつり‑
（東久留米市下里中学校地区青少年健全
育成協議会）
開催日：11 月 26 日（土）
場所：東久留米市立下里中学校
参加者：500 人
主催：東久留米市下里中学校地区青少年
健全育成協議会

（東京都福祉保健局）

・麻薬・覚醒剤乱用防止運動東京大会
開催日：11 月 27 日（日）
場所：都民ホール

４(1)ア①②、イ④

４(1)オ（ウ）③

内容：薬物乱用防止活動に実績のあった団
体や個人に対する感謝状贈呈
「薬物乱用防止ポスター・標語」
、
「薬物乱用防止活動率先校」受賞者に
対する表彰状授与
薬物乱用防止高校生会議の活動
成果発表
専門家によるトークセッション
・
「第１０回子ども虐待防止オレンジリボン ４（１）ウ
たすきリレー２０１６」
（子ども虐待防止オレンジリボンたき
リレー実行委員会）
開催日 １０月３０日（日）
渋谷ハチ公前広場スタートセレモ二―
来賓 渋谷区区長
渋谷区教育長
福祉保健局少子社会対策部長
渋谷区子ども家庭部長
渋谷区子ども総合支援ｾﾝﾀｰ長
福祉保健局児童相談ｾﾝﾀｰ次長
道玄坂商店街振興組合副理事長
・タスキリレーの部
スタート地点３コース
湘南コース
鎌倉・三浦・横須賀コース
都心コース
※ゴールは３コースとも山下公園
・キャンペーンの部
山下公園、渋谷ハチ公前広場、
東京タワーほか
・参加者 ランナー約７００名
ボランティア約１５０名
・後援 厚生労働省・東京都・神奈川等
（東京都教育庁）

4 （１）エ②
・情報教育フォーラム
「子供たちが自ら考え、発信する、スマー
トフォン・ＳＮＳの利用について」
開催日：11 月４日
場所：銀座ブロッサム
内容：事例発表（情報モラル推進校）
講演「子供たちが主体的に考え
る情報モラル教育」
会場内パネル発表
４（１）オ（エ）
・いじめ問題対策連絡協議会
開催日：11 月 28 日
会場：都庁
出席者：指導部長、大学教授、警視庁少年
育成課長、校長会、臨床心理士会、
PTA、弁護士、民生児童委員会等
各代表
内 容：協議「東京都におけるいじめ防止
等の対策について」等
４（１）オ（エ）
・いじめ問題対策委員会
開催日：11 月 28 日
会場：都庁
出席者：大学教授、弁護士、臨床心理士
教育長会代表、警視庁生活安全部

管理官 等
内 容：審議「いじめ総合対策【第２次】
（案）に示された取組の徹
底について」等
２ 広報啓発活動
（千代田区）

（中央区）

（新宿区）

（文京区）

・
「子ども・若者育成支援強調月間」ポスタ ４(1)オ(ｲ)
ー（内閣府）の掲示（区内各施設）
４(1)オ(ｲ)
・
「児童虐待防止推進月間」広報誌掲載、
オレンジリボン啓発キャンペーン（区民ホ
ール掲示）、ポスター・チラシの掲示（区 ４(1)ウ
内各施設）、啓蒙物品の作成・配布、街頭
キャンペーン実施
・広報紙による広報
「区のおしらせ中央」１１月１日号に啓発
記事を掲載（子供・若者育成支援強調月間
について）
「区のおしらせ中央」１１月１１日号に啓
発記事を掲載（児童虐待防止推進月間につ
いて）
・児童虐待防止キャンペーンの実施（京橋
域、日本橋地域、月島地域 各 1 回）
・児童虐待防止推進月間周知ポスター（厚
労働省）等の掲示及び配布
・職員のオレンジリボン着用及びＰＲ
・広報紙による広報
・懸垂幕の掲出（11 月 1 日〜30 日）
・啓発物品配布
区作成クリヤーファイル（6,000 枚）
・オレンジリボン配布(区役所窓口等)
・オレンジ色のネックストラップ着用（子ど
も家庭部職員）
・街頭キャンペーン（児童虐待防止チラシ・
グッズ配布）
・全児童家庭へチラシ配布
（虐待通告・子育て相談窓口のチラシ）
・
「新宿区若者のつどい」でブース出展
日時：11 月 19 日 13 時〜16 時 45 分
場所：新宿区立新宿文化センター
内容：来場する若者に対し、自転車走行ル
ール・マナーの啓発のため、チラシ
及び啓発物品を配布
・薬物乱用防止キャンペーン
（新宿区更生保護女性会）
日 ：11 月 12 日
場所：新宿駅東口
・子供・若者育成支援強調月間ポスター
掲示
・文の京こどもまつり
・区報による広報
（8/25 号ボランティア募集、
10/25 号事業周知）
・区のホームページに掲載
・ＳＮＳによる広報

４(1)ウ①

４(1)ウ①
４(1)ウ①
４(1)ウ①
★４（１）ア
★４（１）ア
★４（１）ア
４（１）ウ
４（１）ウ
４（１）ウ・オ（イ）①
４（１）ウ
４（1）オ（イ）③

４（１）オ（ウ）③

4(1)ア
4(1)ア

（区 facebook・twitter）
・ＣＡＴＶ
（文京ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（10/31〜11/11）
）
・児童虐待防止推進月間
4(1)ウ
・区報による広報（10/25 号）
・児童虐待防止啓発グッズ等の配布（11/25）
（台東区）

・地域町会・女性部会での広報啓発・
ミニ集会

４(1)イ③④

（品川区）

・統合チラシによる広報
・児童虐待防止推進イベント、講演会等
・広報紙に特集記事掲載 10/11 号
・パネルの展示 10/31〜11/9
・懸垂幕掲示 11/1〜11/17
・啓発ポスター掲示
・オレンジリボンの着用
・オレンジタスキリレー 10/30
・養育家庭体験発表会 11/19
・10 月のアンケート結果をもとに個人面談
（品川区各小・中・義務教育学校）
・
「ふれあい月間」の実施（いじめ）
（〜11/30）
（東京都）
・
「東京都教育庁指導部指導企画課」からの
生活指導内容通知（東京都）

4 (1)ア②
4 (1)ウ

・区報及び区ホームページへの掲載
（生涯学習課）
強調月間の主旨を掲載し周知を図った。
めぐろ区報、ホームページ（11 月中
・児童虐待防止啓発事業「パネル展示」
（子ども家庭課）
児童虐待の内容や通報先、子育て相談の連
絡先等をパネル展示等で周知を図るとと
もに、リーフレットや啓発グッズを配布し
た。
（11 月 2 日〜12 日）
・目黒区子ども条例啓発事業
「子ども条例のパネル展示及び子どもの
絵の展示」
（子ども家庭課）
「目黒区子ども条例」と「めぐろはあとね
っと」のパネルを展示し周知を図るととも
に、パンフレットの配布を行った。また、
平成 29 年版「目黒区子ども条例」啓発カ
レンダー制作のために募集した、子どもの
絵の展示を行った。
（11 月 2 日〜12 日）

4(1)ア、イ及び(2)ア

（目黒区）

4 (1)ア①イエ
4 (1)エ
4 (1)ア①イウエ

4(1)ウ①
4(2)ア

4(2)ア

（大田区）

★４（1）ウ及びオ（2）
・広報紙による広報
「児童虐待防止推進月間です」
４（1）オ（イ）③
おおた区報 11 月 1 日号掲載
「特集《自転車は車両です》あなたの乗り
方、大丈夫？」
おおた区報 11 月 21 日号掲載

（世田谷区）

・庁用車での広報・普及啓発
4(1)ウ
庁用車 15 台に、児童虐待防止推進月間 PR
マグネットを貼付し、児童虐待防止を訴え
た。

・関係部署職員のオレンジリボン着用
4(1)ウ
児童虐待防止のシンボルマークである
オレンジリボン（布製）を子育て世帯等に
関わる部署職員が着用し、普及啓発を行っ
た。
・区ＨＰでの広報・普及啓発
4(1)ウ
区のＨＰに児童虐待防止推進月間について
掲載。
・広報紙による広報
4 (1)ウ
「区のおしらせ」１１月１５日号の
第一面に、
「11 月は児童虐待防止推進月間」
であることを掲載し、区の相談・通告窓口
である子ども家庭支援センターの周知等を
行った。
★「区のお知らせ」１１月１日号に、子ども・
若者支援強調月間と掲載
4(1)オ(エ)①②
・子どもの人権擁護機関の PR
子どもの人権擁護機関広報紙「せたホッと
レター６号」を学校、関係機関等に配布し、
ＰＲ・利用促進を行った。
（世田谷区）

・広報誌「方南和泉青少年育成委員会だより」 ４（１）ア
第４３号発行（方南和泉青少年育成委員会）

（豊島区）

・広報紙（広報としま）による広報
豊島子ども月間に関する特集

（北区）

・広報紙による啓発（北区ﾆｭｰｽ 11 月 1 日号） ★4 (1) ウ、オ
★4 (1) オ
・北区公式ホームページによる広報
・ 青少年に有害なビラ・チラシお断り 啓 4 (1) オ
発ステッカーの作成、配布
・啓発物品（あいさつ運動ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ）の作
成及び各青少年地区委員会・各区立小中学
校への配付

（荒川区）

・
「おせっかいおじさん・おばさん運動」
ＰＲポスターの区営掲示板への掲示
（
「あらかわの心」推進運動区民委員会）
期間：11 月 24 日〜12 月５日/320 枚
・
「秋のあいさつ運動」ポスターの掲示
（荒川区青少年育成尾久地区委員会）
期間：10 月１日〜11 月 30 日

（板橋区）

★4 (1)ア、ウ及び(2)

4(1)ア

4(1)ア

(1)ア②
・
「環境美化啓発ポスターコンクール」
表彰式（徳丸地区）
開催日：11 月 18 日（金）
場 所：北野小学校体育館
参加者：110 人
内 容：北野小学校 5 年生を対象に、
環境美化啓発に関するポスタ
ーを作成してもらい、応募作品
の中から環境行動委員会会長
賞 1 点・青健徳丸地区委員会会
長賞 1 点・特別賞１点・優秀賞
5 点を選び、表彰式を開催した。
（徳丸地区環境行動委員会と
の共催事業）

（練馬区）

・
「ねりま区報」に掲載し、区民の周知を
4 (1) オ
図った。
(1) 10 月 21 日号区報にて、
「子供・若者
育成支援強調月間」の説明と子どもたち
の健全育成と非行防止に協力する店(健
やか運動協力店)の加入要請を行った。
(2) 12 月１日号区報にて、子どもたちを
健やかに育てる運動 PR 用カレンダーの
配布を周知した。
・健やか運動協力店との情報交換のため、
11 月 1 日に「健やか運動協力店だより」を
発行。「子供・若者育成支援強調月間」の
説明文を記載し、配布した。
・ 区内の児童・生徒から募集した原画を用
いて、
「子どもたちを健やかに育てる運動」
の PR 用のカレンダーを作成し、区民への
配布および区立施設への掲示を行った。
応募作品数 2,576 点
カレンダー作成枚数 A1 判 8,500 枚
A3 判 11,000 枚
計 19,500 枚
あわせて、練馬区役所 1F アトリウムに
て「健やかカレンダー原画展」を開催(12
月 22 日〜１月 5 日)し、1 次選考を通過し
た 240 点の原画を掲示したほか、
「子ども
たちを健やかに育てる運動」の PR を行っ
た。

（葛飾区）

・
「早寝・早起き、朝ごはん食べようカレン
ダー」の作成・配付
毎年、幼児・児童を対象に基本的生活習
慣の確立を目的として、カレンダーを作成
し、配付している。
・朝食レシピコンテスト
朝食について児童の意識を高めるため
に、コンテストを行い、入賞作品をカレン
ダーに掲載するとともに、表彰する。
募集期間 平成 28 年 7 月 21 日（木）〜
平成 28 年 9 月 9 日（金）必着
予備審査 平成 28 年 9 月 13 日（火）〜
9 月 15 日（木）
、21 日（水）
本審査
平成 28 年 10 月 7 日（金）
表彰式
平成 29 年 3 月 15 日（水）
・ノーテレビ・ノーゲームデー
毎月 10 日を「ノーテレビ・ノーゲーム
デー」と設定し、広報紙を通して学校・家
庭に呼びかけている。
・ノーテレビ・ノーゲームデー講演会
小学校の土曜公開授業に合わせて、児童
及び保護者に対し、ノーテレビ・ノーゲー
ムデーの取組みを啓発するために行う。実
施校５校
・親子の手紙コンクール
「ノーテレビ・ノーゲームデー」を推進
し、家族団欒を大切にする意識を親子とも
に高めることを目的に実施し、表彰する。
募集期間 平成 28 年 7 月 21 日（木）〜
平成 29 年 1 月 11 日（水）必着

４ (1)エ

４ (1)エ

４(1)エ

４(1)エ

４(1)エ

表彰式
（江戸川区）

平成 29 年 3 月 15 日（水）

・子ども・若者育成者強調月間の PR
★（１）アイウエオ
区ホームページに掲載
・児童虐待防止推進月間の PR、啓発事業周知
（１）ウ①
のため、広報活動を実施した。
広報えどがわ 11 月 1 日号掲載
区ホームページ掲載
児童虐待防止推進月間ＰＲポスター・チラ
シ（厚生労働省・東京都作成）の区内関係
施設掲示
（１）ウ①
・児童虐待防止推進月間にあわせ、児童虐待
の早期発見の啓発と相談窓口の PR のため、
キャンペーンを実施した。
子育てフェスティバル
実施日: 11 月 5 日
場所：各共育プラザ、グリーンパレス子育
てひろば、堀江らっこルーム
内容：啓発用ポケットティッシュを配付
区電話相談窓口の周知
内容：各健康サポートセンターでの健診・
予防接種、各小学校での就学時健
診、各子育てひろばにおいて啓発用
ポケットティッシュを配付

（八王子市）

・八王子市青少年健全育成キャンペーン
★4 (1)ア、ウ、エ、オ
(1)メインキャンペーン
（
「児童虐待防止推進月間」の取組も含む）
開催日：11 月 13 日（日）
会場 ：メイン会場を JR 八王子駅頭とし、
市内 37 地区において実施（鉄道
各駅頭や商業店舗前など）
メイン会場出席者：市長､市内 3
警察署関係者、東京都青少年・治
安対策本部、青少年育成指導員
約 40 人、市職員
内容：セレモニー、啓発物資の配布活動
(2)いちょう祭りにおける啓発キャンペーン
開催日：11 月 19 日（土）
・20 日（日）
会 場：多摩御陵周辺
出席者：市職員及び青少年育成団体関係者
等 約 30 人
内 容：ブースを設け、啓発物資の配布活
動を実施
(3)市広報誌への掲載
(4)ポスター、健全育成標語の掲出
（市内公共施設、小・中学校、健全育成協
力店舗にて掲出）
(5)広報車による市内巡回活動
・青少年健全育成キャンペーン実施要綱の周
知
(1)青少年対策地区委員会連絡会、青少年
育成指導員地区幹事会、子ども若者サポ
ート事業連絡協議会といった会議を活
用し、関係機関市民団体等に広く周知

・広報紙「立川の青少年」
（156 号）
1 回 4,200 部
・各地区青少健だより
１地区 200 部

4 (1)ア、イ

（三鷹市）

・懸垂幕の掲出

4 (1)ア、イ、ウ、エ

（青梅市）

・健全育成横断幕の掲出
＊期間中：市内 3 か所
・電光掲示板による啓発
＊期間中：市役所庁舎前
・広報紙による広報 ＊11 月 1 日号
・薬物乱用防止キャンペーン
＊11 月 5 日：産業観光まつり会場内
（青少年対策地区委員長連絡協議会 他）
・ひきこもり問題を抱える家族のための
相談会 ＊11 月 16 日
・平成 28〜30 年度青梅市青少年健全育成
標語の選定および看板掲出
「地域で見守る 地域で育てる 青少年」
＊常時：市内 11 か所

4 (1)ア①②、ウ

（立川市）

4 (1)ア、イ

★4 (1)ア①②、ウ
★4 (1)ア①②、ウ
4 (1)オ(ｳ)③

4 (1)ア①
4 (1)ア①②、ウ、オ

（昭島市）

・あいさつ運動推進強調月間
広報誌による広報
のぼり旗、懸垂幕の掲出
ちらし配布
（小中学校・地区委員会・補導連絡等）

４（１）ア

（調布市）

・調布市公式ホームページ掲載（調布市）
調布市青少年表彰式被表彰者推薦依頼
・青少年健全育成関係団体へ被表彰者推薦依
頼文送付（調布市）
・市報掲載（調布市）
調布市青少年表彰式被表彰者推薦について
子ども・若者育成支援強調月間について
・人権ニュース No.71，72，73
内容：人権教育への理解と啓発資料

４(1)ア②
オ(ｴ)③
４(1)ア②
オ(ｴ)③
４(1)ア②
オ(ｴ)③
４
４(1)オ(ｱ)②
(ｴ)③
(ｵ)

（町田市）

・庁舎・児童館等においてポスターを掲示し、
啓発を行った。

(小平市)

4(1)エ
・健康フェステイバル
開催日：平成２８年１１月１３日（日）
場 所：小平市健康センター
内 容：小平やさいたっぷりカレンダーの
絵の展示、食育展示（野菜計量、
食事のマナー、箸の持ち方）
4(1)エ
・薬物乱用防止キャンペーン
開催日：平成２８年１１月１３日（日）
場 所：小平市産業まつり会場内
内 容：薬物乱用防止啓発用パンフレッ
ト、啓発用品の配布
・オレンジリボン（児童虐待防止）キャンペ 4(1)ウ
ーン
開催日：平成２８年１１月１３日（日）
場 所：小平市健康フェスティバル会場内

内

容：児童虐待防止啓発用パンフレッ
ト・啓発用品の配布等
・広報誌による広報
4(1)ウ
１１月５日号６面
｢児童虐待防止推進月間｣の記事を掲載
（日野市）

・しょくいくだよりの配布（公立保育園）
・虐待防止啓発パネル展示
・児童虐待防止オレンジリボンキャンペーン
・児童虐待防止啓発チラシの配布
（警察署と協働）
・市広報特集記事（児童虐待防止推進月間）
の掲載

4 エ①
4(1)ウ
4(1)ウ
4(1)ウ
4(1)ウ

（東村山市）

４ア（１）②
・市報掲載、ホームページ掲載
４ア（１）③
・横断幕の掲出（市内二か所）
・青少年問題協議会が提唱する東村山市「家
庭の日」啓発・ＰＲチラシ、ティッシュ等
の配布 日時：１１月１２日（土）場所：
市民産業祭りにて 出席者：市長・
教育長・ＰＴＡ連合・青少対・社会教育課
職員・社会教育委員

（清瀬市）

・清瀬市市報に掲載
・清瀬市ホームページに掲載

★４(1)ア、イ

（東久留米市）

・広報誌（紙）による広報

★4（１）ア

（武蔵村山市）

・広報誌(紙)及び市ホームページによる広報 ★4 (1)エ
・懸垂幕の掲出
★4 (1)ウ、エ、オ
・青少年補導連絡会による広報啓発活動
（チラシ及び啓発物品の配布）

（多摩市）

４エ②
・インターネットの安全利用に関する啓発
資料の配布
市広報 10/20 日号による「児童虐待防止」
の啓発
「児童虐待防止推進月間」ポスターの掲示
・子ども達が将来の夢を書いたカードの展示 ４ウ
等による啓発
オレンジリボングッズの配布による啓発
児童虐待防止推進月間啓発講演会
（主催：多摩市子ども家庭支援ネットワーク
連絡会）
実施日：11 月 30 日（水）
場所：多摩市立永山公民館ベルブホール
内容：子どもたちはなぜ命を落としたか〜
わたしたちにできること〜
参加人数：８１人
児童虐待防止推進月間啓発事業
（主催：東京都多摩児童相談所、多摩市）
実施日：11 月 11 日（金）
場所：子育て総合センター 活動室２
内容：養育家庭体験発表会
参加人数：34 人

（稲城市）

・広報紙による広報（稲城市）
★4 (1)ア、エ
広報いなぎ（11 月 1 日号）
「子供・若者育成支援強調月間」
稲城市青少年健全育成運動基本方針
稲城市青少年育成地区委員会合同研修会
・広報いなぎ（1 月 1 日号）
4 (1)ア、エ
「稲城市青少年育成地区委員会合同研修会」
感謝状受彰者の紹介
研修会の実施報告

（あきる野市）

・広報誌(紙)による広報（１１月１５日号） 4 (1)ア〜オ
4 (1)エ
・懸垂幕の掲出（１１月１７日〜２５日）

（奥多摩町）

・広報誌(紙)による強調月間の広報

★

（利島村）

・啓発ポスターの掲示
（郷土資料館・小中学校・保育園）

４（１）ア

（東京都福祉保健局）

４(1)オ
・東京都エイズ予防月間（11 月 16 日
〜12 月 15 日）普及啓発イベント
・東京都エイズ予防月間講演会
「HIV/エイズ ともに働くとき知って
おきたいこと」
開催日
平成 28 年 12 月 14 日（水曜日）
場所
コンファレンススクエア エム
プラス（丸の内）
内容
専門家による HIV／エイズに
関する最新の医療事情の講演
や、HIV 陽性者の方とともに働
くことについてパネルディス
カッションを行い、来場者に対
し HIV 陽性者の就労への理解
を呼び掛けた。
参加者数 51 人
主催
東京都
・ HIV/ エ イ ズ 啓 発 ラ イ ブ イ ベ ン ト
“Words of Love 〜 Let’s talk about HIV/AIDS
〜”開催
開催日
平成 28 年 11 月 18 日
（金曜日）
場所
内容

CreAto（恵比寿）
お笑い芸人やアーティストに
よるライブやトークを通じ、
若者、働く世代を対象に、HIV
／エイズの正しい知識と予防
について啓発を行った。また、
このイベントは、インターネ
ットでも配信した。
参加者数 94 人（イベント参加）
視聴者数 983 人（インターネット配信）
主催
東京都
・池袋エイズフェス’16
開催日
平成 28 年 11 月 23 日
（水曜日・
祝日）
場所
中池袋公園（池袋）

内容

若者向けエイズ予防啓発活動
を行うユース団体などが中心
となり、ブース出展やパフォ
ーマンス等、エイズについて
学べる企画を行った。各企画
や啓発資材の配布等を通じ
て、HIV／エイズ・性感染症の
知識や、感染予防の大切さを
呼び掛けた。
参加者数 952 人
主催
東京都
・都庁舎のライトアップ
開催日
平成 28 年 11 月 28 日
（月曜日）
から 12 月 15 日（木曜日）ま
で
場所
東京都庁第一本庁舎
内容
エイズに対する理解と支援の
象徴である「レッドリボン」
にちなみ、東京都庁第一本庁
舎を赤くライトアップした。
主催
東京都
・エイズパネル展
開催日
平成 28 年 11 月 21 日
（月曜日）
から同月 25 日（金曜日）まで
場所
東京都庁第一本庁舎
内容
世界エイズデー（12 月１日）
に向けて、来庁者に HIV／エイ
ズへの理解を呼び掛けた。
主催
東京都
・
「町田エコフェスタ」町田リサイクル文化
センターにおいて児童虐待防止普及啓発
活動(主催：町田エコフェスタ 2016 実行委
員会)１０月２日
・ＦＭ西東京「まちともプラス」に小平児童
相談所職員がゲスト出演し、児童虐待の状
況を放送 １０月３日
・
「第３４回こうとう区民まつり」において
児童虐待防止キャラクターＯＳＥＫＫＡ
Ｉくん（着ぐるみ）と普及啓発活動
１０月１５日
・
「生涯学習フェスティバル」八王子市クリ
エイトホールにおいて児童虐待防止普及
啓発活動 １０月２２日
・中央区教育センターにおいて、区の福祉祭
の中で、養育家庭体験発表会を開催し、児
童虐待防止及び里親普及啓発グッズとチ
ラシ配布 １０月２３日
・東京ＭＸテレビ「東京インフォメーショ
ン」において児童虐待防止推進月間告知
１０月２７日
・練馬区内２駅（石神井公園、光が丘）にお
いて練馬区子ども家庭支援センターと児
童相談センター相談援助課と合同で児童
虐待防止普及啓発活動 １０月２７日
・Ｊリーグ「東京ＦＣVS ベガルタ仙台戦」
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味の素スタジアムにおいて来場者へ児童
虐待防止キャラクターＯＳＥＫＫＡＩく
ん（着ぐるみ）と普及啓発活動、児童虐待
防止ＰＲ動画ビジョン放映１０月２９日
・板橋区「すくすくまつり」において児童虐
待防止普及啓発活動 １０月３０日
・渋谷駅ハチ公前広場において児童虐待防止
及び里親普及啓発活動実施、グッズ配布
１０月３０日
・中央区水天宮駅前交差点での児童虐待防止
普及啓発活動 １０月３１日
・品川区役所において児童虐待防止パネル
展示 １０月３１日〜１１月９日
・
「広報東京都１１月号」児童虐待防止
推進月間告知掲載
・広報誌「月刊福祉保健１１月号」児童
虐待防止推進月間告知掲載
・
「広報千代田１１月号」児童虐待防止推進
月間告知掲載
・
「広報すみだ１１月号」児童虐待防止推進
月間告知掲載
・
「墨田区ホームページ」児童虐待防止推進
月間告知掲載
・
「区報こうとう１１月号」児童虐待防止推
進月間告知掲載
・
「こうとう区報コラム記事」児童虐待
防止推進月間告知掲載
・
「江東区ホームページ」児童虐待防止推進
月間告知掲載
・
「市報くにたち１１月号」児童虐待防止
推進月間告知掲載
・
「国立市子育て情報ぽかぽか広場情報誌
11 月号」児童虐待防止推進月間の告知掲載
・
「市報たま１１月号」児童虐待防止推進
月間告知掲載
・
「東京都公式ホームページ」児童虐待
防止月間告知
・江東ケーブルテレビ、江東区本庁舎２階
デジタルパネル児童虐待防止ＰＲ動画
配信
・東久留米市役所内における児童虐待防止
啓発ポスター展示
１１月１日〜同月 ３０日
・武蔵村山市役所内における児童虐待防止
啓発ポスター展示
１１月１日〜同月３０日
・東大和市・子供家庭センター内における
児童虐待防止啓発ポスター展示
１１月１日〜同月３０日
・江東区役所本庁舎２階フロアーパネル
展示児童虐待防止普及啓発
１１月１日〜同月３０日
・都営地下鉄全線 都営バス児童虐待防止
普及啓発ポスター窓上広告
１１月１日〜同月３０日
・社団法人東京都警備業協会加盟の約 930 社
へ児童虐待防止普及啓発ポスター・チラシ
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等配布
・
「スカイタワー西東京ライトアップ」児童
虐待防止推進月間に伴うライトアップ
１１月１日
・小平児童相談所と武蔵村山市合同「イオン
モール武蔵村山市支店」において児童虐待
防止キャンペーン
１１月１日
・小平児童相談所と東久留米市合同「東久留
米駅前、市役所前通り」において児童虐待
防止普及啓発活動
１１月１日
・中央区勝どき駅前交差点での児童虐待防止
普及啓発活動
１１月１日
・台東区役所において児童虐待防止啓発活動
実施、グッズ配布
１１月２日〜同月９日
・池袋サンシャイン通り及び豊島区役所前に
おいて児童虐待防止啓発活動実施、グッズ
配布
１１月３日
・区の「いじめ・虐待防止講演会」と共催
で養育家庭体験発表会を実施
１１月５日
・羽村市富士見公園の産業祭において、養育
家庭担当及び市子ども家庭支援センター
が合同で、養育家庭及び児童虐待防止普及
啓発活動
１１月５日
・青梅市永山公園の産業観光まつりにおい
て、虐待担当、養育家庭担当が合同で、養
育家庭及び児童虐待防止普及啓発活動
１１月６日
・国立市学園通りの市民祭りにおいて、虐待
担当及び市子ども家庭支援センターが合
同で、養育家庭及び児童虐待防止普及啓発
活動
１１月６日
・杉並児童相談所と養育家庭担当合同「三鷹
駅前」において児童虐待防止普及啓発活動
１１月７日
・ＮＰＯ法人子供子育てパレット「広げよ
う！つなげよう！オレンジリボンの輪
２０１６」において児童虐待防止ＰＲ動画
放映
１１月８日
・立川駅前北口及び南口にて、児童福祉、児
童心理各担当及び市子ども家庭支援セン
ターが合同で、養育家庭及び児童虐待防止
普及啓発活動
１１月８日
・杉並児童相談所と養育家庭担当合同「荻窪
駅」において児童虐待防止普及啓発活動
１１月９日
・都庁広場 児童虐待防止オレンジリボン
公式ポスター（ＮＰＯ法人オレンジリボ
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ン事務局）展示
１１月１０日〜同月１４日
・小平児童相談所と東大和市合同「かるがも
祭」において児童虐待防止普及啓発活動
１１月１０日
・
「養育家庭体験発表会」において児童虐待
防止普及啓発活動
１１月１０日
・
「品川子育てメッセ」において児童虐待防
止普及啓発活動（主催：品川子育てメッセ
実行委員会 NPO 法人ふれあいの家おばちゃ
んち）
１１月１１日
・小平児童相談所・国分寺市・小金井警察合
同「国立寺駅改札」において児童虐待防止
普及啓発活動
１１月１１日
・中央区数寄屋橋交差点での児童虐待防止
普及啓発活動
１１月１１日
・
「養育家庭体験発表会」において児童虐待
防止普及啓発活動
１１月１１日
・児童虐待防止「オレンジリボンゴスペル
全国ツアー２０１６（オレンジゴスペル
実行委員会）
」
１１月１１日 赤坂教会
１１月２３日 四谷区民ホール
オレンジリボンを身につけて演奏
・区の「いじめ・虐待防止講演会」と共催で
養育家庭体験発表会を実施
１１月１１日
・荒川区「あらかわ福祉まつり」において児
童虐待防止普及啓発活動
１１月１２日
・瑞穂町役場前通りの産業まつりにおいて、
虐待担当、養育家庭担当及び町子ども家庭
支援センターが合同で、養育家庭及び児童
虐待防止普及啓発活動
１１月１２日
・小平児童相談所と西東京市合同「市民まつ
り」において児童虐待防止普及啓発活動
１１月１２日
・区の「いじめ・虐待防止講演会」と共催
で養育家庭体験発表会を実施
１１月１２日
・小平児童相談所と小平市合同「健康フェス
ティバル」において児童虐待防止普及啓発
活動
１１月１３日
・
「第１４回子どもの虐待死を悼み命を讃え
る市民集会２０１６（ＮＰＯ法人オレンジ
リボン事務局）」ニッショーホールのシン
ポジウム後、参加希望者によるパレード
１１月１３日
・
「第 37 回八王子こども祭り」陵南公園にお
いて児童虐待防止普及啓発活動(主催：八
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王子こども祭り祭典委員会)
１１月１３日
・杉並児童相談所と養育家庭担当合同「中野
駅前」において児童虐待防止普及啓発活動
１１月１４日
・北区十条銀座地区児童虐待防止街頭キャン
ペーン
１１月１４日
・
「養育家庭体験発表会」において児童虐待
防止普及啓発活動
１１月１４日
・小平児童相談所と小金井市合同「武蔵小金
井駅・東小金井駅前」において児童虐待防
止普及啓発活動
１１月１５日
・港区の芝浦商店街での児童虐待防止普及
啓発活動
１１月１６日
・田町駅芝浦工大前において、養育家庭担
当・地区担当と区子ども家庭支援センター
合同で児童虐待防止及び里親普及啓発活
動
１１月１６日
・新宿区・東京都子供家庭総合センター合同
子供の健やかな育ちを支えるキャンペー
ン
高田馬場駅前ＢＩＧＢＯＸでの合同啓発
活動（児童虐待防止及び里親普及啓発）
参加機関：東京都児童相談センター
東京都教育相談センター
警視庁新宿少年センター
新宿区子ども家庭支援セン
ター
東京都女性相談センター
警視庁戸塚警察署
東京養育家庭の会
１１月１７日
・東京駅構内での児童虐待防止普及啓発活動
１１月１７日
・杉並児童相談所と養育家庭担当合同「吉祥
寺駅前」にて児童虐待防止普及啓発活動
１１月１７日
・
「養育家庭体験発表会」において児童虐待
防止普及啓発活動
１１月１７日
・大田区役所にて児童虐待防止パネル展示
１１月１７日〜同月２５日
・台東区生涯学習センターにおいて児童虐待
防止啓発活動実施、グッズ配布
１１月１７日〜同月２５日
・
「養育家庭体験発表会」において児童虐待
防止普及啓発活動
１１月１８日
・北区霜降銀座地区児童虐待防止街頭キャン
ペーン
１１月１８日
・荒川区「養育家庭体験発表会」において児
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童虐待防止普及啓発活動
１１月１９日
・北区「志茂こども交流館まつり」において
児童虐待防止普及啓発活動
１１月１９日
・
「養育家庭体験発表会」において児童虐待
防止普及啓発活動
１１月１９日
・小平児童相談所と清瀬市合同「子育て広場
フェスタ」において児童虐待防止普及啓発
活動
１１月２３日
・練馬区内２駅（石神井公園、光が丘）にお
いて練馬区子ども家庭支援センターと児
童相談センター相談援助課と合同で児童
虐待防止普及啓発活動
１１月２５日
・文京区役所において啓発活動実施、グッズ
配布
１１月２５日
・
「養育家庭体験発表会」において児童虐待
防止普及啓発活動
１１月２６日
・北区「養育家庭体験発表会」において児童
虐待防止普及啓発活動
１１月２６日
「こうとう子育てメッセ２０１６」において
児童虐待防止キャラクターＯＳＥＫＫＡ
Ｉくん（着ぐるみ）と普及啓発活動
１１月２７日
・板橋区「養育家庭体験発表会」において児
童虐待防止普及啓発活動
１１月２８日
・千代田区の「いじめ・虐待防止講演会」と
共催で養育家庭体験発表会を実施
１２月２日
・
「市民空間フェスティバルまちカフェ」町
田市役所において児童虐待防止普及啓発
活動(主催：まちカフェ実行委員会)
１２月４日
・
「アメリカンフットボールＸリーグ」決勝
東京ドーム（ｵｰﾋﾞｯｸｼｰｶﾞｰﾙｽﾞ VS 富士通ﾌﾛﾝ
ﾃｨｱｰｽﾞ戦）来場者へ児童虐待防止の普及啓
発品配布、児童虐待防止ＰＲ動画ビジョン
放映
１２月１２日
（東京都教育庁）

４（１）ウ

４（１）ウ

４（１）ウ

４（１）ウ

４（１）ウ

４（１）ウ

４（１）ウ

４（１）ウ

４（１）ウ

４ (１) ア②
・
「東京都教育の日」記念行事
開催日：11 月５日(土)
出席者：教育長、学校関係者、都民及び
学校活動支援団体関係者等
６１１人
内容：次代を担う子供たちの教育を、都民
全体で考え、推進するため、以下を
実施
(ｲﾍﾞﾝﾄ)オリンピック・パラリンピック教育
推進に関する記念行事

３ 研修会等
（千代田区）

（中央区）

（新宿区）

(表彰式)学校活動支援団体等感謝状贈呈式
・ふれあい月間（いじめ防止等強化月間）

４（１）オ（エ）

・子どもへの暴力防止講習会
【保育園・こども園】
・パパとママのための救命救急講座
11 月 19 日 一番町児童館
・養育支援訪問事業の推進

４(1)ア
４(1)ア

・補導連絡会施設見学会
開催日：１１月８日（火）
見学施設：小山児童学園
開催日：１１月１０日（木）
見学施設：千葉県警察広報センター
・生活指導主任研修会・人権教育推進委員会
（中央区教育委員会）
講 義 「性別で見る多様性と人権」
講 師 ダイビーノン代表
飯田 亮瑠 様
開催日 １１月１５日（火）
場 所 中央区立教育センター
出席者 小・中学校生活指導主任、
人権教育推進委員
・家庭裁判所との連絡会（東京都教育委員会、
東京家庭裁判所）
・児童・生徒の健全育成及び家庭裁判所と学
校の連携について
開催日 １１月７日（月）
場 所 東京家庭裁判所
出席者 中学校生活指導主任

４(1)ア③

４(1)エ

４(1)ア②

４(1)ア②
４(1)ア②

４（１）ウ
・養育家庭体験発表会
日時：11 月 4 日 14 時〜16 時 30 分
場所：新宿区立子ども総合センター
参加者：92 名
（内訳）新宿区関係者
8名
東京都関係者
26 名
施設職員
4名
学生
4名
民生委員・児童委員 35 名
一般
15 名
４（１）ア①
・新宿区自殺総合対策会議若者支援対策
専門部会
日時：11 月 7 日 15 時〜17 時
場所：新宿区役所第一分庁舎男子休憩室
参加者：学識経験者、MSW、NPO 法人
関係課職員等 9 人
（委員 10 名欠席 1 名）
内容：前年度実績
若者向け普及啓発冊子について
今後の若者の自殺対策について等
４（１）オ（イ）①
・研修会（大久保地区青少年育成委員会）
日時：11 月 18 日 18 時〜20 時 30 分
場所：新宿警察署 7 階講堂
内容：
「少年犯罪の概況と夜の歌舞伎町見

学研修」
・若者自立支援部会の開催
４（１）ア①
日時：12 月 21 日 15 時〜17 時
場所：練馬区立春日町青少年館
参加者：区関係課職員・勤労者・仕事支援
センター職員・ハローワーク新宿
職員
内容：ねりま若者サポートステーション視
察【教育委員会とねりま若者サポー
トステーションの連携について】
（台東区）

・東京更生保護女性連盟第 2 ﾌﾞﾛｯｸ合同研修 ４(1) ウ③
講演「更生保護と子育て支援」
エ(ウ)③
講師 文京区教育推進部長 久住智治氏
・薬物乱用防止講演会
４(1)エ(ウ)③
「薬物がもたらす身体・精神への影響に
ついて」
講師 ケイ薬局 薬剤師 宮原富士子氏

（江東区）

講演会【青少年対策東陽地区委員会】
４(1)エ②③④、
開催日：11 月 19 日（土）
オ(ｲ)①、(ｳ)①③、
午後 1 時〜4 時 30 分
(ｴ)①
場所：江東区東陽区民館 4 階ホール
参加者：東陽地区委員、管内の町会・自治会
会員、小・中学校ＰＴＡ，保護司及び民生児
童委員、一般区民
合計 80 人
演題１：
「SNS 東京ルール」の取り組みの推
進について
講師：東京都教育庁指導部主任指導主事
伊藤 秀一 氏
演題２：
「狂・廃人ドラッグのすべて」
〜薬物をしない心を育み しない社
会をつくる〜
講師：江東区医師会 鈴木クリニック院長
鈴木 茂 氏
演題３：
「一校長が考えること」
講師：江東区立南陽小学校長
島川 浩一 氏
演題４：
「非行少年の現状について」
講師：深川警察署 生活安全課
下新原 誠 氏

（品川区）

4 (1)ア②
・地区委員研修会
（品川区青少年対策大崎第二地区委員会）
4 (1)ア②
・少年少女スポーツ指導者研修
「少年少女サッカー育成者研修」
開催日：平成 28 年 11 月 5 日（土）
内 容：
「少年少女の食からのからだづく
りとケア」
対象者：少年少女サッカー育成者および
保護者
参加者：106 人
4 (1)ア①イエ
・品川教育の日
開催日：11 月 2 日（水）
出席者：教育長・教育総合支援センター
長・指導課長・各小中義務教育学
校、各幼稚園全教職員等

内 容：いじめ防止・早期発見・関係諸機
関との連携について
・校長連絡会
開催日：11 月 2 日（水）
出席者：教育長・教育次長・庶務課長・学
務課長・指導課長・教育総合支援
センター長・各小中義務教育学校
長・各幼稚園長・指導主事等
内 容：各小中学校における生活指導等に
ついて
・副校長連絡会
開催日：11 月 10 日（木）
出席者：教育長・教育次長・庶務課長・学
務課長・指導課長・教育総合支援
センター長・各小中学校副校長・
指導主事等
内 容：各小中学校における生活指導等に
ついて
・生活指導主任会
開催日：11 月 22 日（火）
出席者：小中義務教育学校生活指導主任・
スクールサポーター・指導主事等
内 容：各小中義務教育学校における生活
指導の情報交換等
・いじめ根絶協議会
開催日：11 月 25 日（金）
出席者：指導課長・教育総合支援センター
長・指導主事・学識経験者・４警
察署・主任児童委員・校長会長・
ＰＴＡ代表・人権擁護委員・民生
委員・地区委員・町会連合会・商
店街連合会・児童相談所・大森少
年センター等
内 容：いじめ根絶に向けて
・就業支援セミナー
対象：39 才以下の若年者
日時：①11 月 16 日 10：00〜12：00
②11 月 30 日 9：30〜12：00
③11 月 30 日 13：30〜16：00
場所：品川区立中小企業センター
内容：①「自分にあった仕事選び」
②「自己分析」
③「仕事理解」
実績：①5 人（男性 3 人、女性 2 人）
②8 人（男性 2 人、女性 6 人）
③5 人（男性 0 人、女性 5 人）
・企業説明会
対象：39 才以下の若年者
日時：11 月 16 日 13：30〜16：30
場所：品川区立中小企業センター
内容：企業・業界説明および社長・人事
担当者との座談会
実績：2 人（男性 0 人、女性 2 人）
・ファミリーイベント「家族で楽しくつくろ
うダンボールアート」
（品川区青少年委員会）
開催日：11 月 3 日（木・祝日）
開催場所：こみゅにてぃぷらざ八潮

4 (1)ア①エ

4 (1)ア①エ

4 (1)ア①イウエ

4 (1)ア①イエ

４(1)ア①

４(1)ア③

４(1)ア②

内容：建築家・デザイナーのアドバイスを
受けながら、家族で楽しく夢のある家
などを作る。
参加者数：30 組 71 名
４(1)ア②
・ジュニア・リーダー教室
（小学生 4 会場、中学・高校生 1 会場）
11 月 20 日（日）
主催：品川区、品川区青少年委員会へ通年
で事業委託
内容：＜小学生コース、中高生コース＞外
へ出かけよう！小学生コース 129
名、中学高校生コース 45 名
計 174 名
４(1)ア②
・家庭の日 親子ネイチャープロジェクト
「葉っぱやどんぐりを使っての工作体験＆
被災地支援ＢＢＱ」
開催日：11 月 23 日（水・祝日）
開催場所：都立みなとが丘ふ頭公園
品川区キャンプ場
（品川区八潮 3-1）
主催：品川区、品川区青少年委員会へ
事業委託
内容：葉っぱやどんぐりを使っての工作
被災地支援（岩手県宮古市）の
海の幸野外バーベキュー
参加者数：31 組 74 名
（目黒区）

4(1)イ
・家庭教育学級・講座
（生涯学習課）
小・中学生期のより良い家庭教育学級実現
のために、保護者の学習機会として、各
小・中学校ＰＴＡに委託して実施した。
・平成 28 年度「いじめ問題を考えるめぐろ 4(1)エ(エ）①
子ども会議」
（各区立小・中学校）
開催日：11 月 16.22.25.30 日
場所：第八、第九、第十一、各中学校、
東山小学校
内容：いじめの未然防止及び早期発見・
早期解決に向けて、各中学校区の
区立学校の代表児童・生徒が一堂に
つどい、いじめのない学校を目指し
て意見交換等を行う。

（大田区）

・
「青少年対策千束地区委員会委員研修会
講演会」

４(1)ア

（世田谷区）

・委員研修（下井草青少年育成委員会）
実施日：１１月１８日（金）
実施場所：埼玉県本庄市「ヤマキ醸造」
本庄工場
テーマ：
「醤油工場見学と醤油造り
体験学習」
参加者：２２名
・委員研修（高井戸青少年育成委員会）
実施日：１１月１５日（火）
実施場所：河口湖方面 日帰り
車中にて防犯についてのＤＶＤ研修

４（１）ア

４（１）オ

参加者：１４名
・委員研修（高円寺中青少年育成委員会）
実施日：１１月２日（水）
実施場所：立川
（南極・北極科学館〜昭和記念公園 の見学）
参加者：３１名
・
「音読会」
（阿佐谷青少年育成委員会）
実施日：１１月７日（月）
実施場所：ゆうゆう阿佐谷館
講師：小早川 修（観世流シテ方）
テーマ：能楽の理解と袴の着方の勉強
参加者：委員１８名
・委員研修（高円寺北青少年育成委員会）
実施日：１１月１７日（木）
実施場所：高円寺北区民集会所
講師：杉並第四小学校高橋校長
テーマ：
「命の大切さ」
参加者：４６名
・委員研修（上荻窪青少年育成委員会）
実施日：１１月２４日（木）
実施場所：富岡製糸場、水沢観音
参加人数：１７名

４（１）ア

４（１）ア

４（１）ウ

４（１）ア

（豊島区）

・委員研修
（第 2 地区青少年育成委員会）
開催日：11 月 6 日
場所：荒川治水資料館・荒川水門
（第 5 地区青少年育成委員会）
開催日：11 月 6･7 日
場所：湯河原

４(1)ア

（北区）

・青少年地区委員会委員研修会
開催日：11 月 8 日
講師：山本 啓史氏

４(1)オ

（葛飾区）

・
「子どもを犯罪から守る」まちづくり講座 4 (1)オ(イ)①
第 6 回「取組団体報告会」
11 月 26 日開催（葛飾区）
※同講座は全 6 回のうちの 6 回目

（三鷹市）

・青少年健全育成担当者研修(講習会)
（東京都三鷹市）
開催日：11 月８日(火)
内 容：
「体験と言葉かけ」を重視した
健全育成の取り組み

4 (1)ア、エ

（青梅市）

・青少年対策地区委員長連絡協議会
研修視察 ＊11 月 15 日：警視庁本部・
国営東京臨海広域防災公園 他）
参加者 19 人

4 (1)ア①②

（昭島市）

・子育てに対する理解と啓発のため子どもと ４（１）イ
親の家庭教育講座を実施
（学齢期・思春期は学校生活から大きな影響
を受けながらも家族に支えられ成長して
いく時期である。ストレス、反抗期、育て
にくさ/育ちにくさという特性、これらを

抱えたお子さんへ関わりにくさ、対応への
悩みを感じている保護者に対し、お子さん
が安心感を持てる接し方について学ぶこ
とを目的とする講座）
（調布市）

・教育委員会における研修会
校長会及び校長研修会
副校長会及び副校長会研修
生活指導主任会

（小金井市）

・小金井市青少年健全育成地区委員会管内
４⑴エ
研修会
青少年健全育成地区委員会相互の連絡
調整及び委員の研修、情報交換等を行うこ
とで青少年のさまざまな問題等に係る共
通の理解と認識を深め、青少年健全育成活
動の向上を図った。
参加人数 49 名（行政職員 8 名を含む）

（小平市）

4(1)イ
・中央公民館タイムリー講座
開催日：平成 28 年 10 月 21 日（金）
〜12 月 2 日（金）
場所：小平市中央公民館
内容：子ども・若者の貧困や生きづらさを
地域で考える講座
4(1)エ
・生活指導主任会・保護司連絡協議会
開催日：平成 28 年 11 月 17 日（木）
場所：健康センター

（多摩市）

４オ（エ）
・いじめに関する講演会
（西落合、落合地区委員会）
４イ
・子どもの貧困対策として、子ども食堂
事業者等のネットワークづくりに向けた
会議を開催

（稲城市）

★4(1)ア、エ
・稲城市青少年育成地区委員会合同研修会
4(2)
期日：11 月 27 日(日)
会場：稲城市地域振興プラザ 4 階 会議室
内容：
【第 1 部】顕彰式典
永年、青少年健全育成活動にご尽力
いただいた方々を表彰
（受彰者 4 名）
【第 2 部】公演会
テーマ 「ハンディキャップのある
人もない人も、お互いに思いやり、
支えあう地域を目指して」
講 師 立川キャラバン隊
「ひこうき雲」
（立川市手をつなぐ親の会）
参加者 42 名

（東京都福祉保健局）

４（１）ウ
・
「児童相談所における児童虐待の対応」
ＣＡＰＳ研修にて (主催：日野市立病院)
１１月２１日
来場者：８９名

４(1)ア①②③④
イ①②③④
ウ①
エ(ｲ)①②③
(ｳ)①②③
(ｴ)①②③

（東京都福祉保健局）

・生活指導担当指導主事部会
４（１）オ（エ）
（62 区市町村指導主事対象）
・家庭と子供の支援員連絡会
４（１）エ
（32 区市町の家庭と子供の支援員代表者・
62 区市町村指導主事対象）

４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等
・有害環境浄化対策（11 月 20 日）
４（１）オ（イ）①
（新宿区）
（新宿警察署）
４（１）オ（イ）①
・環境浄化活動（11 月 21 日）
（大久保地区青少年育成委員会）
・
「四谷子ども見守り隊」によるあいさつ運 ４（１）オ（イ）①
動（四谷地区青少年育成委員会）
日時：毎月第 1・第 3 月曜日
7 時 50 分〜8 時 20 分
場所：指定された近くの主要交差点・学校
前・店舗・自宅前等
内容：子どもたちの通学時に地域の大人が
まちに出て、集団で子どもたちにあいさ
つ・声かけを行う。
（台東区）

・清川地区声かけ運動 児童・生徒登校時 ４(1)エ(イ）①
朝のあいさつ運動への協力

（江東区）

４(1)エ
【青少年対策富岡地区委員会】
・薬物乱用防止パネル展
開催日：11 月 27 日
場 所：深川スポーツセンター
参加者：地区対委員、子ども会、薬物乱用
防止協議会等 294 人
内 容：薬物乱用防止パネル・薬物標本・
中学生ポスター等の展示、ＤＶＤ
上映、啓発用品等の配布
【青少年対策豊洲地区委員会】
４(1)オ(ｲ)①
・青色パトロールカーによる巡回

（目黒区）

4（1)エ(ウ）
・環境浄化（碑文谷警察署）
実施日：11 月 28 日（土）
場所：緑ヶ丘小学校周辺〜自由が丘駅周辺
内容：自由が丘統一美化デー清掃活動、
区立緑ヶ丘小学校に集合後、各班に
分かれ自由が丘駅までの間清掃を
実施した。

（大田区）

４ (1)オ
・酉の市防犯パトロール
実施日：11 月 23 日（水・祝）
参加者：大田区青少年対策大森西地区委員
会委員
内 容：地域で催された酉の市終了後、
大田区青少年対策大森西地区委
員会委員による防犯、安全活動を
目的としたパトロールを実施。
４ (1)オ（ウ）
・雪谷地区有害図書類販売の点検･指導

（世田谷区）

・安全確認パトロール
（馬橋青少年育成委員会）
実施日：１１月７日（月）
実施場所：馬橋、高円寺、阿佐谷、
梅里地域
参加者１１名
・有害環境から身を守る為の体験型教室
（天沼青少年育成委員会）
実施日：１１月５日（土）
実施場所：天沼小学校アリーナ
講師：NPO 法人体験型安全教育支援機構
代表理事 清水菜穂先生
テーマ：
「一年生親子レク防犯教室」
参加者：親子５７組
・有害環境のチェック及びパトロール
（下井草青少年育成委員会）
実施日：１１月７日（月）
実施場所：育成会管内地域（上井草、井草、
下井草）
参加者：８人（委員７人、警察１人）
・地域パトロール（高円寺中央青少年育成
委員会）
実施日：１１月２２日 (火)
実施場所：蚕糸公園〜中央公園
JR 高円寺駅〜中央公園
参加者：３３ 名
・有害環境のチェック及びパトロール
（阿佐谷青少年育成委員会）
実施日：１１月１１日（金）
時間：午後７時３０分〜９時
実施場所：公園・コンビニ
参加者：警察・委員
・パトロール「深夜営業店の実態は？」
（高円寺北青少年育成委員会）
実施日：１１月２２日（火）
実施場所：杉並第四、馬橋小学校、高円寺
中学校周辺地域、高円寺駅周辺
参加者：２０名

４（１）オ

４（１）アおよびオ

４（１）オ

４（１）オ

４（１）オ

４（１）オ

（豊島区）

4 (1)オ
・不健全図書類自動販売機調査
（豊島区地区青少年育成委員会）
開催日：11 月 1 日〜30 日
区内における不健全図書類の自動販売機
の設置状況調査を実施。調査資料集計後、
区において詳細確認のため追跡調査を行
う。
・防犯パトロール
（第 4 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月毎週水曜日 17 時〜18 時
場所：豊島区第 4 地区内
（第 12 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月

（北区）

・青少年健全育成のための地域環境づくり推
進活動（あいさつ運動）を各青少年地区委
員会が主催するｲﾍﾞﾝﾄ会場で実施。
（地区委員会数：19）

・図書等自動販売機の調査（区内 1 台）

4 (1) オ

（荒川区）

・地域安全・環境浄化パトロール
（荒川区青少年育成荒川地区委員会）
期間：11 月 20 日
・環境浄化活動<不健全図書>
（荒川区青少年育成尾久地区委員会）
期間：11 月 17 日

4(1)ア

（板橋区）

・クリーンデイ（大谷口地区）
(1)ア②
開催日：11 月 27 日（日）
場 所：大谷口、小茂根、向原周辺
参加者：980 人
内 容：子どもから大人まで幅広い年齢
層の居住者が協力し、自分たち
が住んでいる地域の清掃活動を
行った。

（練馬区）

・ 雑誌自動販売機等実態調査(11 月 1 日〜 4 (1) オ
11 月 30 日)を実施した。
出張所単位で置かれている青少年育成
地区委員会(17 団体)に委託し、不健全雑
誌、ビデオ等の青少年に有害な自動販売機
等の実態調査を行い、地域での撤去要請運
動につなげている。
調査結果については、集計中である。
・ 青少年の健全育成を地域で推進するた 4 (1) オ
め、コンビニエンスストア、文具店など青
少年のよく利用する店舗をはじめ、小売店
を中心に青少年への声かけや、酒・タバコ
の販売時の年齢確認や万引きがしづらい
店作りへの協力を求めている。
加入店舗数については、集計中である。
(平成 28 年度当初の加入店舗数は、1,615
店である。)

（江戸川区）

・いじめ防止プログラム実施週間（江戸川区） （１）オ（エ）①
○「いじめ」の実態調査を児童・生徒及び
教師に行う。
（３回）
○児童・生徒を対象とした、いじめの防
止・対応、事後指導にかかわる事例集「豊
かな心をはぐくむために」
（平成 26 年 3
月改訂）に基づき対応を行った。
①学校いじめ対策委員会
②学校いじめ防止基本方針の策定
○11 月１日（火）から 11 月 14 日（月）ま
での２週間を「いじめ防止プログラム実
施週間」とし、次のことを行った。
①いじめ実態を把握調査の実施
②いじめ問題に対処するための学校
体制の整備
③指導事例集「豊かな心をはぐくむため
に」を活用した、いじめ防止及び解決
に向けた取組みの実施
○いじめ防止のための講演会を通しての
学校、家庭、地域への啓発
・小・中学校へのカウンセラー及び心理士・ （１）オ（エ）②
スクールソーシャルワーカー派遣

○小・中学校全 104 校に都費により
カウンセラー派遣
○学校の要望により、心理士やスクール
ソーシャルワーカー派遣
・学校での取組み
○総合的な学習の時間及びセーフティ
教室等で、
「防犯教室」
、
「情報モラル
教育」
、
「薬物乱用防止教育」を実施
○小学校、中学校全校において、
「薬物
乱用防止教室」を実施
・
「江戸川っ子、家庭ルール」
○教員の指導の下、携帯、スマートフォン
の使用についてのルールづくりを行い、
それを家庭で再度確認をし、家庭のルー
ル作りを活性化させる。
・生活リズム向上公開授業・公開講座
○生活リズム、食生活等の生活習慣の向上
を目指して授業を行うとともに、家庭へ
の支援や啓発を行う。

（１）オ（イ）①
（１）オ（ウ）①

（１）エ④

（１）エ①

（八王子市）

・不健全図書類販売等の実態調査
・ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ及びｲﾝﾀｰﾈｯﾄｶﾌｪの実態調査

４(1)オ

（立川市）

・あいさつ運動
28 回 延べ 210 人
・環境改善活動・地域パトロール
8 回 延べ 194 人

4 (1)エ

（三鷹市）

・有害図書類の回収

4 (1)オ

（青梅市）

・小曾木地区：地域の安全をまもる会 3 地区 4 (1)オ(ｲ)①
一斉周知活動
期 日：11 月 20 日（日）
参加者：192 人

（昭島市）

４（１）エ
・青少年とともにあゆむ地区委員会による
危険箇所点検、落書き消し、夜間パトロール

（調布市）

・調布水辺の楽校
「多摩川クリーン作戦＆芋煮会」
開催日：１１月３日（木・祝）
場所：多摩川河川敷，布田小学校校庭
参加者：１４６人
（調布市内２０小学校の児童とその保護者）
・多摩川自然情報館秋まつり２０１６
開催日：１１月５日（土）
場所：調布市多摩川自然情報館
参加者：４５４人（幼児〜大人）
・調布市多摩川自然情報館月替わりプログラ
ム「多摩川の土の中にすむ生き物を観察し
てみよう」
開催日：１１月の土・日曜日，祝日
場 所：調布市多摩川自然情報館
備 考：イベント形式ではなく，展示形式
としており，来館者自由参加型
スタイルため，人数は未集計
・調布こどもエコクラブ第６回

4 (1)エ

４(1)ア②

４(1)ア②

４(1)ア②

４(1)ア②

「デイキャンプ（炭焼き・クラフト体験）
」
開催日：１１月２３日（水・祝）
場 所：調布市深大寺自然広場
参加者：４４人（会員登録した調布市内の
小中学生とその保護者
４⑴オ

（小金井市）
・青少年育成環境改善活動
青少年の健全な育成を阻害するおそれ
のある看板、はり紙等を撤去し、次代を担
う青少年が心身ともに健やかに成長する
環境を守るための環境改善活動。
市内各鉄道駅（３か所）周辺での活動
参加人数 30 名（行政職員 3 名を含む）

4 オ(イ)①

（日野市）
・あいさつ運動強化月間
のぼり旗の設置
腕章を付けた学校関係者・市職員が登校時
にあいさつをしながら、子どもを見守る。

４（１）オ（イ）

（東村山市）
・第七中ＰＴＡによる防犯見回り活動
日時：１１月 22 日 場所：市内
出席者：東村山警察署生活安全課
教育委員会管理職・第七中学校保
護者・ＰＴＡ役員

４(1) エ(ウ)②

（清瀬市）
・ビデオ、有害図書類自動販売機及び書店の
点検

4（１）エ

（東久留米市）
・地域パトロール
（東久留米市下里中学校地区青少年健全
育成協議会）
実施日：11 月 7 日（月）
参加者：14 名

４オ（イ）①

（多摩市）
・防犯パトロール（諏訪、豊ヶ丘、貝取、
鶴牧・大松台地区委員会）

５ 子供・若者の社会参加活動
（千代田区）

４(1)ア
・区内一斉清掃活動 11 月 7 日 区内各所
・一斉清掃活動 【幼稚園】
、
【小学校】
、
【中学校・中等教育学校】
４(1)ア
・ふれあい給食 【小学校】
麹町小学校 11 月 8 日、富士見小学校 11 月
22 日、九段小学校 11 月 22 日
・ひがた探検隊 11 月 6 日 木更津市馬来田 ４(1)ア
コスモスロード
(主催:青少年委員会)
・ポニー乗馬会 11 月 23 日
(主催:青少年委員会 協力:財団法人
ハーモニィセンター)
・子どもの遊び場事業
外濠公園総合グラウンド内芝生広場
11 月 9 日、16 日、23 日、30 日
東郷元帥記念公園 11 月 6 日、13 日、
20 日
小川広場フットサルコート 11 月 13 日、

20 日、27 日
和泉公園 11 月 3 日、5 日､10 日、12 日、
17 日､19 日、26 日
旧今川中学校 11 月 6 日、13 日、20 日、
27 日
芳林公園 11 月 6 日、13 日、20 日、27 日
・ふじみこどもひろば
11 月 3 日、5 日､6 日､12 日、13 日、19 日､
20 日、23 日、26 日、27 日
（中央区）

・子ども会議
内 容： 子どもたちが利用できる施設と
して、
希望や意見を自由に発表で
きる場を設ける。行事の企画や運
営を通して意見を反映させる
・サークル活動
内 容：音楽、ダンス等の集団活動や指導
・スポーツ教室
内 容：講師によるスポーツ指導
一輪車、ボルダリング、キンボー
ル、ラケットテニス、サッカー、
卓球など
・料理教室
内 容：小学生親子等を対象とした講師に
よる料理指導
・絵本の読み聞かせ
内 容：ボランティアによるお話会
・工作あそび（教室）
内 容：キャンドル、クリスマス飾り、羊
毛フェルト、トンボ玉作り等
・バックギャモン（ボードゲーム・サイコロ
使用）
内 容：ボランティアによるバックギャモ
ンの指導ほか
・体験講座、鑑賞、観劇
内 容：親子等を対象とした体験、鑑賞会
を開催

４(1)ア②

４(1)ア②
４(1)ア②

４(1)ア②

４(1)ア②
４(1)ア②

４(1)ア②

４(1)ア②

（文京区）

・
「文の京こどもまつり」ボランティア参加
開催日：11 月 13 日（日）
場 所：文京スポーツセンター
教育の森公園
参加者：区内高等学校及び専門学校生徒
‑以下参加校‑
・桜蔭高等学校
・昭和第一高等学校
・貞静学園高等学校
・東京こども専門学校
・京華女子高等学校
参加者数： 33 人

（江東区）

【青少年対策小松橋地区委員会】
4(2)エ
・東京ナイトウォーク事業
開催日：11 月 19 日〜20 日
コース：東京ドーム、赤坂、東京タワー、
築地、勝どき橋等
参加者：313 人

4(1)ア

内容等：主体性や協調性を育むため、地域
内の中学生が、育成者と共に都内
を終夜、約 30 ㌔歩く。災害時に
自宅まで歩いて帰る防災訓練を
兼ねる。
【青少年対策豊洲地区委員会】
4(1)ア②
・歩け歩け大会
開催日：11 月 6 日（日）
コース：管内小学校→夢の島熱帯植物館
参加者：50 名
4(1)ア②④
・パネルデスカッション
開催日：11 月 26 日（土）
会 場：豊洲シビックセンター
テーマ：2020 年の私 そのために何をする
のか何ができるか？〜オリンピ
ック・パラリンピックに向けてか
わりゆく我が故郷〜
参加者：67 名
4 (1)ア②

（品川区）

みかん狩り＆バーベキュー親子ハイキング
（品川区青少年対策品川第一地区委員会）
・みかん狩り・いも堀り
（品川区青少年対策品川第二地区委員会）
・地域交流レクリエーション
（品川区青少年対策大崎第二地区委員会）
・子どもの主張大会
（品川区青少年対策大井第一地区委員会）
・ボランティア事業
（品川区青少年対策大井第二地区委員会）
・防災フェスティバル
（品川区青少年対策荏原第一地区委員会）
・レクリエーション
（品川区青少年対策荏原第三地区委員会）
・親子わくわく体験会
（品川区青少年対策八潮地区委員会）

（目黒区）

4 (1)オ
・ウェルカム警視庁（目黒警察署）
実施日：11 月 11 日
場所：目黒警察署
内容：五本木小学校児童に対する被害防止
教室

（大田区）

４ (1)ア
・地域ふれあいコンサート
開催日：11 月３日（木）
場 所：大田区
参加者：計 1,138 名
池上地区小中学校、保育園、
一般団体等
内 容：地域交流を目的とした音楽会
４ (1)ア
・池上こども囲碁サロン
開催日：11 月 19 日（土）
場 所：大田区
参加者：37 名
池上地区小学生と保護者、池上
地区囲碁指導ボランティア
内 容：地域交流、世代間交流を目的
とした囲碁講座

（世田谷区）

・凧づくり会（下高永福青少年育成委員会） ４（１）ア
実施日 １１月３０日（水）
実施場所 杉並区立永福小学校体育館
参加者 延べ２０６名

（豊島区）

4 (1)ア
・川越いもほり
（第 7 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 1 日 9:00〜16:00
場所：埼玉県 川越・荒幡園
・体験学習（アルミ缶コンロでクッキング）
（第１地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 3 日 10:00〜13:00
場所：豊島区立清和小学校家庭科室・
体育館
・第 35 回連合大運動会
（第 3 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 3 日 9:30〜14:30
場所：池袋小学校校庭
・楽しい運動会
（第 4 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 3 日 9:30〜14:30
場所：豊島区立南池袋小学校校庭
・秋のゲーム大会
（第 2 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 5 日 10:00〜14:30
場所：豊島区立豊成小学校校庭
・いも煮会
（第 11 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 6 日 9:00〜16:00
場所：池袋本町公園・
池袋本町プレーパーク
・駒中生徒とのクリーンキャンペーン
（第 10 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 11 日 14:30〜16:00
場所：駒込駅〜巣鴨駅
・としま こども寺子屋「念珠づくり〜自分
のお守りをつくろう〜」
（大正大学鴨台プロジェクトセンター）
開催日時：11 月 12 日 13:00〜14:30
場 所 ：大正大学
・第 9 子どもまつり
（第 9 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 23 日 10:00〜13:00
場所：豊島区立高松小学校体育館
・としま子どものつどいワンパクまつり
（としま子どものつどい実行委員会）
開催日時：11 月 23 日 10:00〜14:30
場所：総合体育場
・地域清掃
（第 6 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 27 日 10:00〜12:00
場所：長崎神社境内
・区長とティータイム
（立教大学文学部・豊島区）
開催日時：11 月 27 日 13：00〜16：00
場 所 ：豊島区役所、豊島区本会議場

（北区）

・スポーツ大会（志茂地区委員会 外）
・ウォークラリー大会
（東十条地区委員会 外）
・各種まつり（赤羽地区委員会 外）
・社会貢献活動（十条地区委員会）
・バスハイク等（西ケ原東地区委員会 外）

４(1)ア、オ
４(1)ア、オ
４(1)ア
４(1)ア、オ
４(1)ア

（荒川区）

・にっぽり青空こどもまつり
（荒川区青少年育成日暮里地区委員会）
期間：11 月３日
・ドンとやろう大会
（荒川区青少年育成荒川地区委員会）
期間：11 月 13 日

4(1)ウ

（板橋区）

・クリーンボランティア（板橋地区）
開催日：11 月 11 日（金）
、16 日（水）
30 日（水）
場 所：JR 板橋駅周辺及び駅から板橋第
五中学校へ向かう道沿い、金沢
小学校周辺、板橋第四小学校周
辺
参加者：679 人
内 容：秋の板橋クリーン作戦（11/1〜
11/30）の機会を捉え、児童・生
徒及び地元町会・自治会の方々
が一緒になって、各学校を起点
に駅周辺、公園及び通学路等の
清掃活動を行った。
・地域清掃（板橋地区）
開催日：11 月 18 日（金）
場 所：板橋第二小学校周辺
参加者：245 人
内 容：秋の板橋クリーン作戦（11/1〜
11/30）の機会を捉え、板橋第二
小学校の児童とともに地元町会
の方々が一緒になって、学校を
起点に公園及び通学路等の清掃
活動を行った。
・二十歳の会（大谷口地区）
開催日：11 月 21 日（月）
場 所：大谷口地域センター
参加者：6 人
内 容：
「平成２9 年成人の日のつどい」
の懇親会の内容を新成人自らが
企画運営するための会議を開催
した。
・ミニサッカーフェスティバル
（常盤台地区）
開催日：11 月 13 日（日）
場 所：上板橋第一中学校
参加者：33 人
内 容：J2 リーグ東京ベルディのコーチ
による指導のもと、常盤台地区
の小学生 1〜4 年生を対象に開催
した。
・書道フェスタ（常盤台地区）
開催日：11 月 27 日（日）

(1)ア②

(1)ア②

(1)ア②

(1)ア②

(1)ア②

場 所：常盤台地域センター内ホール
参加者：16 人
内 容：大東文化大学書道部による指導
のもと、常盤台地区の小学生 3
〜6 年生を対象に開催した
・中学生地域清掃活動（清水地区）
開催日：11 月 30 日（水）
場 所：志村第一中学校学区域内周辺道
路
参加者：433 人
内 容：生徒会が中心となり、ボランテ
ィア活動の一環として地域清掃
に取り組み、社会に貢献する資
質や地域を愛する心を育む。
・中学生清掃奉仕活動（志村坂上地区）
開催日：11 月 13 日（日）
、27 日（日）
場 所：志村坂上地区管内
参加者：101 人
内 容：中学生が町会員とともに地元の
道路などの一斉清掃に取り組む
ことで、環境美化の心を育成す
る。また、地域の方や高齢者、
障がい者との交流を深めること
で地域の親睦と連帯意識の高揚
を図る。
・環境美化活動（中台地区）
開催日：11 月 2 日（水）
、9 日（水）
、14
日（月）
、16 日（水）
、25 日（金）
、
28 日（月）
、30（水）
場 所：地区管内小学校（志村第五、中
台、若木）周辺及び中台中学校
周辺
参加者：300 人
内 容：小・中学生が各学校単位で通学
路等周辺の清掃活動を行った。
・桜川ウォークラリー（桜川地区）
開催日：11 月 13 日（日）
場 所：桜川地区管内
参加者：120 人
内 容：管内の小・中学生が対象の事業
であり、地図をもとに管内を歩
き、公園や小学校に用意した野
外ゲームやクイズを解いて、歩
いた時間とゲーム結果をポイン
ト化し、その合計ポイントを競
う。
・第 4 回しもあかフェスタ（下赤塚地区）
開催日：11 月 20 日（日）
場 所：下赤塚小学校
参加者：200 人
内 容：餅つきを通じて、昔から伝わる
伝統文化を伝承するとともに、
けん玉やベーゴマなど、昔あそ
びを行い地域の方々との親睦を
図った。
・第 21 回赤塚地区バレーボール大会
開催日：11 月 27 日（日）

(1)ア②

(1)ア②

(1)ア②

(1)ア②

(1)ア②

(1)ア②

場 所：赤塚体育館
参加者：255 人
内 容：赤塚地区の３地区合同（下赤塚、
成増、徳丸地区）で開催。
9 チームが参加し、バレーボー
ルを通じて地域の方々との交流
を深めた。
(1)ア②
・親子さといも掘り大会（徳丸地区）
開催日：11 月 20 日（日）
場 所：徳石公園、徳丸六丁目の畑
参加者：299 人
内 容：親子でさといも掘りを楽しみ、
あわせて、環境行動委員による
環境学習を行った。また、地域
の方々がけんちん汁を作り、公
園で試食会を行った。
(1)ア②
・合同清掃活動（徳丸地区）
開催日：11 月 22 日（火）
場 所：赤塚第一中学校周辺
参加者：318 人
内 容：グループに分かれ、学校周辺及
び公園、新大宮バイパス付近の
ゴミ拾い・清掃、落ち葉掃きを
行った。
(1)ア②
・地域清掃活動（高島平地区）
開催日：11 月 12 日（土）
場 所：高島第二中学校周辺
参加者：347 人
内 容：学校周辺を中学生が町会・自治
会員等とともに清掃した。
（葛飾区）

・子ども食育クッキング
（葛飾区教育委員会）
開催日：11 月 20 日
参加者：17 人

4 (1)エ①

（江戸川区）

・チャレンジ・ザ・ドリーム

（１）ア③

○中学２年生の職場体験を実施
・高校生による共育プラザでの社会奉仕体験 （１）ア③
（１）ア④
・イングリッシュキャンプ２０１６
in 共育プラザ葛西
開催日：１１月１９日（土）〜
１１月２０日（日）
場所：共育プラザ葛西
内容：中高生が共育プラザに宿泊し、
外国人と英語だけで交流を図る。
炊飯活動やレクリエーション等を
実施
参加者：①中高生 20 人 ②外国人 19 人
（武蔵野市）

・小・中学生による街の美化運動

★４（１）ア

（青梅市）

・小曾木地区：青少対小曾木地区委員会
小曾木支部のつどい
期 日：11 月 23 日（水･祝）
参加者：30 人

4 (1)ア②

（昭島市）

・青少年フェスティバルの企画・運営
４（１）ア
（青少年が、地域社会の中で青少年にかかわ
る多くの人たちとともに、自分たちの知恵
と行動力を発揮して、地域の交流と連帯の
広場を創造する機会の場）
実施にあたっては実行委員会を組織し、そ
の参加者により企画・運営を行う
（実行委員は、青少年以外に地域の大人、青
少年委員で構成される）

（調布市）

・児童館まつり
つつじケ丘児童館まつり（１１月６日）
調布ケ丘児童館まつり （１１月６日）
染地児童館まつり
（１１月１３日）
深大寺児童館まつり
（１１月１３日）
東部児童館まつり
（１１月１３日）
西部児童館まつり
（１１月２０日）
・調布市健全育成推進地区委員会による青少
年健全育成活動（調布市健全育成推進地区
委員会）
内容：あいさつ運動，地域パトロール
・ふれあい月間
内容：あいさつ運動，いじめ実態調査，
不登校調査

４(1)ア②
イ②③
エ(エ)①②③

（日野市）

・ジュニアリーダー講習会ナイトハイク
・あきなかだ（自然体験イベント）
・芋煮会

4(1)ア②
4(1)ア②
4 エ①

（東久留米市）

・地域清掃、落ち葉かき（東久留米市南中学
校地区青少年健全育成協議会）
開催日：11 月 20 日
参加者：子ども 8 人、大人 18 人
・地域清掃（東久留米市西中学校地区青少年
健全育成協議会）
開催日：11 月 26 日（土）
場所：東久留米市立西中学校及び周辺地域
参加者：子ども 375 人、大人 170 人
内容：同世代間、異世代間のコミュニケー
ション向上を兼ねて、地域の美化活
動を行う。清掃終了後、地域住民と
中学生で用意したトン汁を食べ、交
流を深めた。
主催：西中学校生徒会・PTA・西中学校
地区青少年健全育成協議会
・地域清掃とトン汁交流会（東久留米市大門
中学校地区青少年健全育成協議会）
開催日：11 月 26 日（土）
場 所：東久留米市立大門中学校及び
周辺地域
参加者：491 人
内容：地域住民と児童・生徒で協力して、
地域の美化活動を行う。清掃終了
後、地域住民と中学生で用意したト
ン汁を食べ、交流を深めた。
主催：大門中学校地区青少年健全育成
協議会

４(1)ア②

４(1)ア②，エ(ｱ)

（多摩市）

６
（中央区）

（品川区）

・地域清掃（第一、諏訪、貝取、永山、
瓜生地区委員会）
４ア②
・秋苗の植付け等の美化活動
（瓜生地区委員会）
・ウォークラリー歩こう会（貝取地区委員会）
・子どもまつり（諏訪地区委員会）
・みんなで遊ぼう会（東愛宕地区委員会）

４(1)イ④
・子育て交流サロン
実施日：１１月中の開館日
参加者：７，３７１名
内 容：３歳未満の親子のふれあいと交流
の場の提供及び子育てに関する
情報提供や育児相談
４(1)イ④
・乳幼児クラブ
実施日：１１月中の開館日
参加者：２，６０７名
内 容：０歳児〜２歳児の親子の交流、
情報交換、遊びの場
4 (1)ア②
・少年少女武道教室(総合体育館)
空手道・剣道・柔道： 小・中学生
週 1 回それぞれ３〜５回
・少年少女武道教室(戸越体育館)
剣道・柔道： 小・中学生
週 1 回それぞれ３〜４回
・親子体操教室
（2 歳児コース、3･4 歳コース）
開催日：11 月 10 日、17 日、24 日
・ジュニアソフトテニス教室
開催日 11 月 14 日、28 日
対象
小・中学生
・ジュニアバドミントン教室
開催日 11 月 9 日
対象
小学生〜高校生
・ジュニア卓球教室
開催日 11 月 12 日、26 日
対象
小・中学生
・秋季ジュニアゴルフ教室
開催日 11 月 4 日、10 日、11 日、17 日、
18 日、24 日、25 日
対象
小・中学生
場所
加藤農園ゴルフリンクス
・少女サッカー教室
開催日 11 月 12 日
対象
小学生
・ホッケー観戦ツアー
開催日 11 月 3 日
対象
小・中・高校生
・なぎなた初心者教室
開催日 11 月 7 日、14 日、28 日
対象
小・中学生
４(1)ア①
・わかもの就業相談
対象：39 才以下の若年者
日時：毎週火〜木曜日（午後 1 時〜5 時）

場所：品川区立中小企業センター
内容：女性キャリアカウンセラーによる
就業相談の実施。
実績：述べ 7 人（男性 6 人、女性 1 人）
（目黒区）

・教育相談
4(1)イ、ウ
(めぐろ学校サポートセンター）
4(1)エ(エ)
幼児から高校生程度までの子どもに関す
る教育や発達、心の問題について、来室及
び電話での相談を専門職員が行う。
11 月実施分：来室 248 人、電話 4 件

（荒川区）

・第 37 回青少年表彰式
（荒川区青少年育成地区委員会連絡協議会）
期間：11 月 26 日
4(1)ア
・ドンとやろう大会
（荒川区青少年育成荒川地区委員会）
期間：11 月 13 日

（葛飾区）

・家庭教育講座
就学前の幼児がいる保護者を対象に、小
学校の様子や入学前に子どもが身に付け
ておきたいこと等を学ぶ講座を開催する。
また、対象の幼児には、学校生活を体験さ
せる子ども教室を同時開催する。
年間６回開催
（うち、子ども教室開催は３回）
・保護者向け教室（親と子の食育推進事業）
開催日：11 月 9 日 (水)
場所：葛飾区立東立石保育園
参加者：保育園児の保護者
内容：バランスのよい食事の講義
・保護者向け教室（親と子の食育推進事業）
開催日：11 月 9 日 (水)
場所：葛飾区立西亀有保育園
参加者：保育園児の保護者
内容：簡単お助けメニューの講義
・保護者向け教室（親と子の食育推進事業）
開催日：11 月 11 日 (金)
場所：葛飾区立小菅保育園
参加者：保育園児の保護者
内容：簡単お助けメニューの講義
・保護者向け教室（親と子の食育推進事業）
開催日：11 月 24 日 (木)
場所：葛飾区立南白鳥保育園
参加者：保育園児の保護者
内容：バランスのよい食事の講義

（江戸川区）

４(1)エ

4 (1)エ

4 (1)エ

4 (1)エ

4 (1)エ

（１）エ①・②
・区立保育園向け食育講座
実施園数 ： 4 園
内容 ：
「しっかり食べよう朝ごはん」
朝ごはんの大切さと食品を
組み合わせてバランスよく
食べることについて、区立保育園
食育キャラクターを用いた人形
劇・紙芝居、ペープサートを用い
た食品分類の説明、お買いものご

っこを行った。講座終了後、１週
間、家庭での朝食記録を実施
・保護者向け食育講座
（１）エ①・②
実施園数 ： 1 園
内容 ：
「おいしい朝ごはんの組み合わせ
を考えよう」
昨年度の園児向け食育講座終了
後の朝食記録結果を踏まえ、朝食
の特徴（望ましくない朝食）と望
ましい朝食とその準備について
の話・試食を交えて学んだ。
（昭島市）

４（２）イ
・昭島市青少年善行表彰候補者及び青少年
健全育成協力者感謝状贈呈候補者推薦
青少年を励まし育てようと、毎年３月に
善い行いをした青少年及び青少年で構成
している団体を表彰し、また青少年健全育
成協力者に感謝状を贈呈している。善い行
いをした（している）青少年については善
行表彰の候補者として、また青少年団体の
指導者については感謝状贈呈候補者とし
て各地区委員会小・中学校、関係団体等に
推薦依頼を実施

（調布市）

４(1)ア②イ①
・いのちと心の教育月間
実施月間：12 月
内
容：
「生命尊重」を題材にした校長
講話及び，「生命尊重」を扱っ
た道徳の授業等の全学級公開
授業を実施する。

（小平市）

・薬物乱用防止ポスター・標語の表彰・展示 4(1)エ
開催日：平成２８年１１月１３日（日）
場 所：小平市健康センター
内 容：薬物乱用防止の標語、ポスター入
賞作品の展示、及び表彰式を実施
4(1)イ
・小平やさいたっぷりカレンダーの絵の
表彰・展示
開催日：平成２８年１１月１３日（日）
場 所：小平市健康センター
内 容： 応募作品の展示と入賞者の
表彰式を実施

（日野市）

・日野市表彰式（青少年育成功労）

5(3)①

