(別紙)

平成２９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
区分

東京都

青少年行政主管課（室）名

青少年・治安対策本部青少年課

取組内容

１ 子 供 の 性 被 ○広報誌（紙）による広報(千代田区)
○相談窓口の広報(千代田区)
害の防止
○青少年問題協議会の開催(千代田区)
○青少年対策地区委員会の開催(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（6 月 11 日号、7 月 1 日号）(港区)
〇有害環境浄化活動
7 月 20 日（木）歌舞伎町にて浄化活動実施（主催：新宿警察署）(新宿
区)
〇東京都青少年健全育成協力員による不健全図書類販売店状況調査（年
間）(新宿区)
○浅草地区懇談会(台東区)
開催日: ７月６日 場所: 福祉プラザ台東清峰会地域交流スペース
出席者: 小中学校 PTA、児童館館長、警察、少年ｾﾝﾀｰ、保護司 他
内容: ‶社会を明るくする運動″についての話、更生保護に関する DVD
視聴、
地域の少年犯罪状況についての話、「少年補導の現状について」の講演
○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７日（金）
【場 所】富岡区民館
【出席者】６４名（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）
【内 容】ＤＶＤ鑑賞、警察署よりＪＫビジネスの実態等の概要説明後
に座談会を実施
○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１０日（月）
【場 所】臨海小学校
【出席者】５５名（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）
【内 容】ＤＶＤ鑑賞、警察署よりＪＫビジネスの実態等の概要説明後
に座談会を実施
〇墨田区ホームページにおいて「７月は青少年の非行・被害防止全国強
調月間です」・「ＳＴＯＰ性被害」（本所・向島警察署作成のチラ
シ）を掲示した。(墨田区)
〇「いきいき〜すみだのきょういく〜」広報誌への掲載(墨田区)
○全小・中学校においてセーフティ教室を実施。(大田区)
・時期、場所、対象学年は、各学校による。
・内容は、非行防止、犯罪被害防止
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○セーフティ教室(江戸川区)
○親子情報モラル教室(江戸川区)
○若手教員育成研修(江戸川区)
○長期休業中の生活指導についての通知(江戸川区)
○江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会(江戸川区)
○青少年問題協議会の実施(立川市)
○補導連絡会常任委員会の実施(立川市)
○関係団体への「児童青少年健全育成活動の基本方針」配布による啓発
(ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ利用普及・インターネット利用に関する親子間のﾙｰﾙづくり等
記載)
（三鷹市）
○広報誌等による広報（青梅市）
・広報おうめおよび青梅市ＨＰへの記事掲載
○不健全雑誌等の販売店等への協力依頼（青梅市）
・市内 70 事業所（7 月 25・26 日付け通知）
・配布先：ビデオ販売レンタル店 4、コンビニエンスストア 66
○非行防止啓発チラシの作成および配布（4,831 枚）（青梅市）
・配付先：第二支会自治体加入世帯
○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」
期間：７月１日〜７月３１日
掲出場所：庁舎ベランダ、都道横断歩道、市道架道橋計３か所
・「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」
期間：６月２４日〜８月４日
掲出場所：ＪＲ青梅線 河辺駅北口 ペデストリアンデッキ内
○ポスター等による掲示（青梅市）
・「７月は、青少年の非行・被害防止全国強化月間です。」
・期間：７月１日〜７月３１日
・掲示場所：市役所電光掲示板、庁舎内掲示板
○小学校・中学校の児童及び生徒、保護者に対して青少年補導連絡会に
よる出張講演会実施(昭島市)
○未実施（今年度中に調布市青少年補導連絡会にて研修会開催予定）(調
布市)
○ポスターによる広報(国立市)
○市報（7/1 号）に掲載。(東大和市)
○市庁舎内に啓発用横断幕を掲出。(東大和市)
○都からの学校への通知文配布及び情報提供(清瀬市)
○生活指導主任会会議等での情報提供並びに徹底指導(清瀬市)
○地域見守り・巡回実施(清瀬市)
○広報誌（市報）及び市ホームページによる強調月間の広報(武蔵村山
市)
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○青少協だより（多摩のこども）による相談窓口の広報(多摩市)
○啓発ポスターの掲示(あきる野市)
○広報誌による広報（7/1 号）(あきる野市)
○広報紙による強調月間の広報（奥多摩町：広報おくたま）
〇啓発のチラシ（3 種類）を作成し、小中学校の児童及び生徒・町内の
各家庭に全戸配布を行った。
○生活指導上の安全教室の実施(神津島村)
○ポスターの掲示(小笠原村)
○JK ビジネス啓発キャンペーンの実施(警視庁)
・条例の施行にあたって、JK ビジネスの危険性を訴えるためチラシやポ
ケットティッシュの配布を行った。
・実施日 7 月 1 日
・場所 原宿駅前
○JK ビジネス防止啓発イベント(東京都)
・タイトル『ドロ沼にハマるな！にこるんと一緒に STOP!JK ビジネス』
・実施日 ７月 25 日(火曜) 14:00〜15：00
・場所 AKIBA̲SQUARE
・出演者 藤田ニコル、やしろ優
・来場者 高校生を中心に、約 300 名
〇JK ビジネス防止啓発に係るリーフレット（ほんっとに、ヤバイよ。そ
のバイト）を都内全高校生に配布（東京都）
〇青少年の性被害等防止対策講演会の開催（東京都）

２インターネ
ット利用に係
る非行及び犯
罪被害防止対
策の推進

○セーフティ教室の実施(千代田区)
○親子で学ぶ情報モラル教室の実施(千代田区)
○青少年問題協議会の開催【再掲】(千代田区)
○青少年対策地区委員会の開催【再掲】(千代田区)
○区広報誌による広報【再掲】(中央区)
○区広報集合ポスターの掲示【再掲】(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【再掲】(中
央区)
○各学校における「セーフティ教室」の実施(中央区)
・携帯電話、スマートフォン、インターネットの正しい使い方
・連れ去り防止
○広報誌（紙）による広報（6 月 11 日号、7 月 1 日号）【再掲】(港区)
○ＩＴメディアに関する情報提供用リーフレットの配付（配付先：区内
小学４年生及びその保護者、区立を除く区内中学１年生及びその保護
者）（文京区）
○浅草地区懇談会【再掲】(台東区)
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〇「いきいき〜すみだのきょういく〜」広報誌への掲載【再掲】(墨田
区)
○セーフティ教室（ＤＶＤ「インターネットを通じた業務妨害」を視聴
させ犯罪防止等の講話を実施）(目黒区)
○全校に対し、保護者対象の情報モラル研修を悉皆として実施(大田区)
○初任者教員を中心とした対象として情報モラル研修を実施(大田区)
○ＳＮＳ被害防止に関する講演会(世田谷区)
○夏休み対策チラシによる啓発（渋谷区）
○情報モラル講習会の開催(練馬区)
情報活用の実践力や情報の科学的理解、情報社会に参画する態度の伸
長・育成を図るため、情報活用に関する講習会を実施することにより、
児童・生徒に対する指導、保護者に対する啓発を行った。
○広報誌（紙）による広報(足立区)
○区公式ＨＰにより周知(足立区)
○「江戸川っ子・家庭ルールづくり」(江戸川区)
○ＩＣＴ校内研修(江戸川区)
○セーフティ教室【再掲】(江戸川区)
○親子情報モラル教室【再掲】(江戸川区)
○若手教員育成研修【再掲】(江戸川区)
○江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会【再掲】(江戸川区)
○青少年を取り巻く問題の 1 つとして都や警察署などから得た情報をも
とに青少年健全育成を担う青少年対策地区委員会、青少年育成指導員
会、青少年問題協議会に対し情報提供を行った。(八王子市)
○青少年問題協議会の実施【再掲】(立川市)
○補導連絡会常任委員会の実施【再掲】(立川市)

○関係団体への「児童青少年健全育成活動の基本方針」配布による啓発
(ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ利用普及・インターネット利用に関する親子間のﾙｰﾙづくり等
記載)【再掲】（三鷹市）
○広報誌等による広報（青梅市）
広報おうめおよび青梅市ＨＰへの記事掲載【再掲】
○チラシ等の配付および啓発（青梅市）
・夏休みのしおり【再掲】
配付先：中学生
内容：夏休みの生活注意事項等
・非行防止啓発チラシ（4,831 枚）【再掲】
配付先：第二支会自治体加入世帯
○インターネットガイドブックの紹介（青梅市）
青少年健全育成チラシの配付
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○青少年対策地区委員会による懇談会（府中市）
○青少年対策地区委員会による街頭広報活動（府中市）
○小学校・中学校の児童及び生徒、保護者に対して青少年補導連絡会に
よる出張講演会実施(昭島市)
○市内学校、民生児童委員等の子どもに係る関係者及び市民に対して青
少年補導連絡会主催の講演会実施(昭島市)
未実施（今年度中に調布市青少年補導連絡会にて研修会開催予定）【再
掲】(調布市)
○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６月中〜７月にかけて，１枚を庁内掲示，10 枚を図書館課に掲示
依頼。(国分寺市)

子ども若者計
画課

○ポスターによる広報【再掲】(国立市)
○市報（7/1 号）に掲載。【再掲】(東大和市)
○市庁舎内に啓発用横断幕を掲出。【再掲】(東大和市)
○生徒への携帯電話正しい使い方指導(清瀬市)
保護者へのフィルタリング依頼
○SNS の正しい使用について指導(清瀬市)
○広報誌（市報）及び市ホームページによる強調月間の広報【再掲】(武
蔵村山市)
○青少協だより（多摩のこども）による広報（インターネット利用の仕
方に対する提言）(多摩市)
○セーフティ教室の実施（稲城市小・中学校）(稲城市)
（情報機器の使い方や利用マナーについて）
○啓発ポスターの掲示【再掲】(あきる野市)
○広報誌による広報（7/1 号）【再掲】(あきる野市)
○広報みずほ７月号による広報（瑞穂町）
○広報誌「広報おおしま」による広報(大島町)
○SNS ルールの策定・周知(神津島村)
○セーフティ教室の実施(神津島村)
○NTT ドコモと連携したサイバー犯罪対策教室(警視庁)
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○教員のための消費者教育講座「著作権を中心とした情報コントロール
について」の実施(東京都)
開催日: ７月２７日
場 所:東京都消費生活総合センター
参加者: 中学校・高等学校等教員ほか
内 容: インターネット社会での著作権問題やＳＮＳによるプライバシ
ー問題への対応など情報コントロールにかかわるルール
〇ネット利用適正化に係る講演会の開催（東京都）

３ 有 害 環 境 へ ○青少年問題協議会の開催【再掲】(千代田区)
○青少年対策地区委員会の開催【再掲】(千代田区)
の適切な対応
○中央区月島補導連絡会街頭補導(中央区)
日
程 ７月８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
○有害図書等の実態調査の実施（東京都青少年健全育成協力員）(港区)
○通学路点検 (港区)
○安全安心メール (港区)
○広報誌（紙）による広報（6 月 11 日号、7 月 1 日号）【再掲】 (港
区)
〇各保護司・更生保護女性会会員が行う‶ミニ集会″(台東区)
地域現状の共有化と見守りなどへの協力要請
〇有害環境点検調査及び自粛要望活動の実施(墨田区)
〇「いきいき〜すみだのきょういく〜」広報誌への掲載【再掲】(墨田
区)
○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)
○青色回転灯搭載の「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)
○「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 25 日（火）
場所：江東区白河地区管内
出席者：地区委員●21 人、深川警察署員 2 人
内 容：パトロール、声かけ
○洋上からの調査 (青少年対策豊洲地区委員会)(江東区)
開催日：７月１７日 場所：江東区豊洲地区管内
出席者：地区対委員１６名
内容：水辺の危険個所の点検
○環境浄化推進会
（青少年対策砂町・南砂地区委員会）(江東区)
開催日：７月４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、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１７０人）
内 容：講演会、各学区域内パトロール案内、
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平成２９年度砂町地区夏季対策重点目標読み上げ、
○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）(江東区)
開催日：７月２０日 場所：第三砂町小学校
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、青少年対策南砂・砂町地区委員会委員(合計２００人)
内 容：各学区域内パトロール出陣式
○地域環境実態調査（品川区青少年対策地区委員会連合会）(品川区)
○有害広告物の撤去(世田谷区)
○有害図書の見回り（和田・高井戸・下井草・成田・阿佐谷・方南和
泉・清沓中通青少年育成委員会）(杉並区)
○環境改善パトロール（高円寺中央・阿佐谷・馬橋青少年育成委員会）
(杉並区)
○通学路パトロール（上荻窪青少年育成委員会）(杉並区)
○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)
○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)
○住みよいまちづくり推進活動・街頭パトロール（青少年育成町屋地区
委員会）(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会による夜間パトロール(江戸川区)
○セーフティ教室【再掲】(江戸川区)
○長期休業中の生活指導についての通知【再掲】(江戸川区)
○江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会【再掲】(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 29 年 6 月 25 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
○有害図書等の実態調査の実施(立川市)
○有害図書・DVD 等の回収（三鷹市）
○広報誌等による広報（青梅市）
広報おうめおよび青梅市ＨＰへの記事掲載【再掲】
○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）
・配付先：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、ファーストフード店 1、コンビニエンス
ストア 66【再掲】
○府中市及び青少年対策地区委員会によるコンビニエンスストア等への
協力店指定調査、青少年の健全育成に良好な環境づくり、非行防止の協
力依頼（府中市）
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○青少年対策地区委員会による地域パトロール（府中市）

○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。店内や店舗周辺が非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、
従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)
（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２７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）
○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）
○市報（7/1 号）に掲載。【再掲】(東大和市)
○市庁舎内に啓発用横断幕を掲出。【再掲】(東大和市)
○有害図書等の実態調査の実施(清瀬市)
○スーパー・コンビニエンスストアー・カラオケボックス店等へ調査協
力依頼(清瀬市)
○青少年補導連絡会委員による街頭補導活動において、市内コンビニエ
ンスストア等の有害図書等の巡回調査を実施した。(武蔵村山市)
○青少年健全育成地区委員会（10 地区）による各地区内の健全育成パト
ロール(あきる野市)
○広報誌による広報（7/1 号）【再掲】(あきる野市)
○懸垂幕の掲出（7/4〜7/31）(あきる野市)
○書面による有害図書等の周知(神津島村)
○JK ビジネス啓発キャンペーンの実施【再掲】(警視庁)

○JK ビジネス防止啓発イベント(東京都)【再掲】
〇有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（東京都）
〇不健全図書類販売状況調査（東京都）
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４ 薬 物 乱 用 対 ○薬物乱用防止教室の実施(千代田区)
○青少年問題協議会の開催【再掲】(千代田区)
策の推進
○青少年対策地区委員会の開催【再掲】(千代田区)
○区広報誌による広報【再掲】(中央区)
○区広報集合ポスターの掲示【再掲】(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【再掲】(中
央区)
○各学校における薬物乱用防止教室の実施(中央区)
○薬物乱用防止教室の実施 (港区)
（年間を通じて、全区立小・中学校において一回。対象学年は学校ごと
に設定。）
○広報誌（紙）による広報（6 月 11 日号、7 月 1 日号）【再掲】(港区)
○東京都薬物乱用防止推進文京区地区協議会役員研修会の実施（平成２
９年７月１８日）（文京区）
○薬物乱用防止街頭キャンペーンの実施(台東区)
開催日：７月４日 場所：ＪＲ上野駅頭
出席者：区長、区職員、警察、保護司 更生保護女性会会員 他
○薬物乱用防止ポスターの掲示(台東区)
保護司会・更生保護女性会会員宅、町内掲示板、区施設への掲示
○うえの夏まつりパレードにおける ‶社会を明るくする運動″および
薬物乱用防止の広報啓発(台東区)
開催日：７月２２日 場所：うえの夏まつりパレード
出席者：保護司、更生保護女性会会員、区職員 他
内容：放送（２か所）および横断幕・広報旗・プラカード等を掲げて
の行進
○薬物乱用防止懸垂幕の掲示（本庁舎正面）(台東区)
〇「いきいき〜すみだのきょういく〜」広報誌への掲載【再掲】(墨田
区)
○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 11 日 場所: 江東区総合区民センター
出席者: 区長、ＰＴＡ、民生・児童委員、保護司、町会・自治会、
地区委員等（合計 189 人）
内 容: ビデオ上映『薬物乱用はダメ。ゼッタイ！〜やさしい解説！
『チェンジング・ハート』、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」
○薬物乱用防止講座の実施（碑小学校、鷹番小学校、第八中学校、私立
自由が丘学園）(目黒区)
○薬物乱用防止推進キャンペーン（目黒区商工まつりにて、啓発資材を
配布し、啓発活動を実施）(目黒区)

○薬物乱用防止教室の実施 小学校６校、中学校１２校(大田区)
○薬物乱用防止標語・ポスターの募集(大田区)
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○施設でのキャンペーン実施(世田谷区)
○街頭キャンペーンの実施 ７月７日＠阿佐ヶ谷駅・７月２７日＠荻窪
駅（下高永福青少年育成委員会）(杉並区)
○薬物乱用防止普及グッズの配付(豊島区)
○街頭キャンペーンの実施（東京都薬物乱用防止推進北区地区協議会）
(北区)
開催日：７月８日
会 場：王子駅頭
配布数：１５００枚
○薬物乱用防止教室の実施(練馬区)
児童・生徒自らが薬物乱用防止の意識をもち、被害者および加害者と
ならないよう、薬物乱用防止に関する指導を行った。
○７月８日 社会を明るくする運動に参加して、薬物乱用防止のキャン
ペーンを実施。パンフレット、ティッシュ等の啓発物品の配布、薬物見
本の展示、区内中学生の薬物乱用防止ポスター入選作の掲示等。(練馬
区)
○薬物乱用防止教室(江戸川区)
○セーフティ教室【再掲】(江戸川区)
○青少年を取り巻く問題の 1 つとして都や警察署などから得た情報をも
とに青少年健全育成を担う青少年対策地区委員会、青少年育成指導員
会、青少年問題協議会に対し情報提供を行った。【再掲】(八王子市)
○薬物乱用ダメゼッタイフェア関係課会議の実施(立川市)
○薬物乱用防止ポスター（庁内掲示）による啓発（三鷹市）
○広報誌による広報（青梅市）
・広報おうめへの記事掲載
・内容：ポスター、標語の募集
○青少年対策地区委員会による街頭広報活動（府中市）【再掲】
○小学校・中学校の児童及び生徒、保護者に対して青少年補導連絡会に
よる出張講演会実施(昭島市)
○

社会を明るくする運動(調布市)
（東京都薬物乱用防止推進調布地区協議会活動の啓発活動）
○中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)

○市報こだいら７月２０日号(小平市)
薬物乱用防止ポスター標語の募集
○薬物乱用防止リーフレットを市内中学校、全校生徒へ配布(小平市)
○駅頭キャンペーン(小平市)
７月３日７月４日 小平駅、花小金井駅
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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５８人
内容 リーフレットや啓発グッズの配布
○薬物乱用防止教室の実施（国分寺市内小中学校）(国分寺市)
○ポスターによる広報【再掲】(国立市)
○社会を明るくする運動駅頭広報活動の実施（狛江市）
開催日：７月３日（月）
場 所：狛江駅周辺
内 容：再犯防止啓発グッズと共に、薬物乱用防止啓発グッズを配布
○市報（7/1 号）に掲載。【再掲】(東大和市)
○市庁舎内に啓発用横断幕を掲出。【再掲】(東大和市)
○薬物乱用防止教室の実施（セーフティー教室）の実施(清瀬市)
○薬物乱用防止キャンペーンについて、広報誌等によりＰＲした。(武蔵
村山市)
○薬物乱用防止啓発事業の実施（稲城市）
①各地区盆踊り・夏祭り
啓発リーフレット・ポケットティッシュ配布
②稲城ふれあい保健・医療まつり（7 月 23 日（日））
啓発リーフレット・ポケットティッシュ配布、薬物見本の掲示・講話
③6 月 20 日（火）〜総合案内窓口
啓発リーフレット・ポケットティッシュ配布、ポスター掲示
○薬物乱用防止教室の実施（稲城市小・中学校）(稲城市)
○啓発ポスターの掲示【再掲】(あきる野市)
○広報誌による広報（7/1 号）【再掲】(あきる野市)
○薬物乱用防止教室の実施（瑞穂町）
○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）
○薬物乱用防止教室の実施(神津島村)
○薬物乱用防止教室の実施（複数回実施）(警視庁)
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○【ダメ。ゼッタイ。普及運動】「6・26 国際麻薬乱用撲滅デー」都民
の集いの実施(東京都)
開催日: 6 月 25 日
場 所: 池袋西口公園（豊島区）
出席者: 東京都福祉保健局長、豊島区長、警視庁池袋警察署長、
警視庁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、
東京都薬物乱用防止推進豊島地区協議会会長、
ライオンズクラブ国際協会 330‑A 地区薬物乱用防止特別委員
会委員長 計 9 名
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

５不良行為及
び初発型非行
（犯罪）等の
防止

○社会を明るくする運動(千代田区)
○セーフティ教室の実施【再掲】(千代田区)
○青少年問題協議会の開催【再掲】(千代田区)
○青少年対策地区委員会の開催【再掲】(千代田区)
○みたま祭り夜間パトロール(千代田区)
○夏の学生向けボランティア説明会(千代田区)
○剣道大会(千代田区)
○ひがた探検隊(千代田区)
○子ども合同交かん会(千代田区)
○中高生タイム(千代田区)
○区広報誌による広報【再掲】(中央区)
○区広報集合ポスターの掲示【再掲】(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【再掲】(中
央区)
○生活指導主任研修会の実施 ７月７日(中央区)
・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
○教育相談研修会の実施 ７月２５日、２８日(中央区)
・不登校、発達障害、気がかりな子ども等の理解と保護者対応につい
て
○第 67 回 社会を明るくする運動 第 31 回みなと区民の集いの実施(港
区)
開催日: 7 月 15 日 場所:高輪区民センター
出席者: 区長、推進委員会委員長等
内 容: 式典、親子で楽しむクラシックコンサート等
○第 67 回 社会を明るくする運動 第 14 回青少年健全育成大会 in 六本
木の開催(港区)
開催日：7 月 8 日 場所：六本木ヒルズアリーナ
出席者：区長、推進委員会委員長等
内 容：式典、港区小中学校による演奏や演技、六本木ヒルズ〜麻布
十番パレード等
○第 67 回 社会を明るくする運動 街頭広報活動(港区)
①7 月 1 日：田町駅
②7 月 3 日：新橋駅
○第 67 回 社会を明るくする運動 赤坂青山地区第 35 回パレード(港
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区)
○広報誌（紙）による広報（6 月 11 日号、7 月 1 日号）【再掲】(港区)
○‶社会を明るくする運動″街頭キャンペーンの実施(台東区)
開催日：５月〜７月
場所：ＪＲ浅草橋駅頭、ＪＲ上野駅頭、東武浅草駅頭、浅草橋紅白ﾏﾛﾆ
ｴまつり、入谷朝顔まつり、下町七夕まつり、上野恩賜公園、
その他 盆踊り、ﾗｼﾞｵ体操、子供会、ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ、等 各会場
出席者：保護司、更生保護女性会会員、警察 他
○中学校でのあいさつ運動と‶社会を明るくする運動″広報活動(台東区)
開催日：６月２２日、７月１０日
場所：区立忍岡中学校、区立浅草中学校
出席者：保護司、更生保護女性会、中学校 PTA 他
○浅草地区懇談会【再掲】(台東区)
〇下谷分区‶社会を明るくする運動″講演会(台東区)
開催日: ７月１７日
場所: 台東区立金杉区民館下谷分館
出席者: 小中学校児童・生徒・PTA、児童館、警察、少年ｾﾝﾀｰ、保護
司 他
内容: 冒険家 アニマル石川(石川和則)氏「いっぱい経験して強くな
ろう」講演、台東少年ｾﾝﾀｰ「安全に夏休みを過ごすために」講演
〇「匠に学ぶワークショップ in 東京藝術大学」(台東区)
開催日：７月１５日
場所：東京藝術大学
出席者：区内小学生親子 15 組、東京藝大関係者、社明台東区推進委員
他
内容：「親子対話・共同作業」運動としてワークショップを開催
○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)
○一斉夜間パトロールの実施(墨田区)
実施日：7 月 20 日（木）
対象：中学校区内
〇「いきいき〜すみだのきょういく〜」広報誌への掲載【再掲】(墨田
区)
○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 6 日
場 所：小松橋区民館
出席者：町会、保護司、民生児童委員、PTA、教職員、地区委員、他
内 容：講演「生き方 十人十色！」Part.Ⅱ
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４日（火） 場所：第二亀戸中学校
出席者：ＰＴＡ、校長、教職員、保護司、地区委員長等、城東警察
署、区職員（合計５５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 成冨裕介氏
○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１２日（水） 場所：亀戸中学校
出席者：ＰＴＡ、校長、教職員、保護司、地区委員長等、城東警察
署、区職員（合計４３人）
内容：テーマ「青少年を取り巻く環境と現状について」
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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１９日（水） 場所：第三亀戸中学校
出席者：ＰＴＡ、校長、教職員、保護司、地区委員長等、城東警察
署、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：城東警察署生活安全課少年第一係長 中山茂行氏
○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〜17 日 1,135 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
○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。実施場所：祐天寺境内）(目黒区)
○第１回 青少年問題協議会の開催(大田区)
○第４回 生活指導主任会の開催(大田区)
○「夏季休業中の生活指導について」の通知(大田区)
○問題行動対応サポートチーム連絡会の開催(大田区)
○青少年補導連絡会委員の研修会実施(世田谷区)
○夏休み夜間パトロール（成田・清沓中通青少年育成委員会）(杉並区)
○社会を明るくする運動 ふれあい相談（豊島区）
○子ども見守りパトロール（豊島区）
○青少年地区協議会（北区）
開催日:７月３日・７日・１３日
会 場: 北とぴあ、赤羽文化センター
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１４３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３４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１１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５２０名
内 容: 中学生による意見発表等
○ 社会を明るくする運動 駅頭・街頭宣伝活動(荒川区)
○第 12 回あらかわ社明コンサート(荒川区)
○あらかわ区報・区 HP による 社会を明るくする運動 PR(荒川区)
○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)
○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）
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(荒川区)
○街頭夜間パトロール・街頭パトロール（青少年育成南千住地区委員
会）【再掲】(荒川区)
○セーフティ教室【再掲】(江戸川区)
○長期休業中の生活指導についての通知【再掲】(江戸川区)
○江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会【再掲】(江戸川区)
○青少年を取り巻く問題の 1 つとして都や警察署などから得た情報をも
とに青少年健全育成を担う青少年対策地区委員会、青少年育成指導員
会、青少年問題協議会に対し情報提供を行った。【再掲】(八王子市)
○青少年問題協議会の実施【再掲】(立川市)
○補導連絡会常任委員会の実施【再掲】(立川市)
○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)
○各地区団体(例:青少年対策地区委員会等)における地域パトロール活動
（三鷹市）
○広報誌等による広報（青梅市）
・広報おうめおよび青梅市ＨＰへの記事掲載【再掲】
・青少年健全育成チラシによる相談窓口の広報
○社会を明るくする運動（青梅市）
・広報活動：駅頭（市内中学生）、市内公園等
・広報資料の配付：保護司等
・ポスター、垂れ幕の掲出
・地区講演会の開催
共催：大門地区保護司、自治会連合会第三支会、青梅市青少年対
策大門地区委員会、大門地区子供会育成会
日時：７月１９日（水）午後７時３０分〜９時
講演：「中学生の現状について」
講師：市立吹上中学校 校長 栗原伊知郎氏
内容：ＤＶＤ上映 「ｔａｐｓ」（その指先が導く危険）
参加者：３３名
・地区『映画とお話しの夕べ』の開催
共催：青梅市青少年対策第１１支会地区委員会、青梅市自治会連
合会第１１支会、藤橋・今井地区保護司
日時：７月１日（土）午後７時〜８時２５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 「振り込め詐欺被害防止」関係
参加者：５４名
○チラシ等による啓発（青梅市）
・夏休みのしおり【再掲】
配付先：小・中学生
内容：夏休みの生活注意事項等
・非行防止啓発チラシ（4,831 枚）【再掲】
配付先：第二支会自治体加入世帯
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○青梅市立第１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、１０地区述べ２０日実施
※７月中は８地区で述べ９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１７日（月・祝）
・内容：各地区の小学生が男女合同チームを結成し、試合を行った。
・参加者：約２５０名（合計１０チーム）
○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」【再掲】
期間：７月１日〜７月３１日
掲出場所：庁舎ベランダ、都道横断歩道、市道架道橋計３か所
・「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」【再掲】
期間：６月２４日〜８月４日
掲出場所：ＪＲ青梅線河辺駅北口ペデストリアンデッキ内
○ポスター等による掲示（青梅市）
・「７月は、青少年の非行・被害防止全国強化月間です。」【再掲】
期間：７月１日〜７月３１日
掲示場所：市役所電光掲示板、庁舎内掲示板
・「黒沢川清掃活動」
期間：６月１０日〜８月１２日
掲示・回覧：自治会掲示板と自治会回覧板
内容：小中学生を中心に地域住民との協力により、地域内の川と
周辺を清掃することによって、犯罪等の抑止を行う。
○青少年対策地区委員会による社会を明るくする運動推進大会への参加
（府中市）
○青少年対策地区委員会による街頭広報活動（府中市）【再掲】
○第２９回青少年健全育成標語コンクールの実施（府中市）
○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）
○ 非行防止街頭パトロール（７月２７日実施）【再掲】(調布市)
○ 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
学校指導課

○生活指導主任会の実施（国分寺市）
○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）(福生市)
○市報（7/1 号）に掲載。【再掲】(東大和市)
○市庁舎内に啓発用横断幕を掲出。【再掲】(東大和市)
○地域見守り・巡回実施【再掲】(清瀬市)
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○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)
○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１７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
事業を通して公共施設の利用マナーとボランティア活動体験を行う。
○青少年補導連絡会委員による街頭補導活動(武蔵村山市)
○合同夜間パトロール(多摩市)
○市内一斉夜間パトロール（稲城市）
7 月 28 日（金） 市内 10 地区で実施
○セーフティ教室の実施（稲城市小・中学校）(稲城市)
（犯罪被害防止について）
○青少年健全育成地区委員会（10 地区）による各地区内の健全育成パト
ロール【再掲】(あきる野市)
○啓発ポスターの掲示【再掲】(あきる野市)
○広報誌による広報（7/1 号）【再掲】(あきる野市)
○非行防止パトロールの実施（瑞穂町）
○生活指導上の安全教室の実施【再掲】(神津島村)
○ポスターの掲示【再掲】(小笠原村)
○街頭補導活動（都内全域）(警視庁)
○各種非行防止教室(警視庁)

６ 再 非 行 （ 犯 ○社会を明るくする運動【再掲】(千代田区)
○健全育成サポートチーム(千代田区)
罪）の防止
○青少年問題協議会の開催【再掲】(千代田区)
○青少年対策地区委員会の開催【再掲】(千代田区)
○第 67 回 社会を明るくする運動 第 31 回みなと区民の集いの実施(港
区)【再掲】
開催日: 7 月 15 日 場所:高輪区民センター
出席者: 区長、推進委員会委員長等
内 容: 式典、親子で楽しむクラシックコンサート等
○第 67 回 社会を明るくする運動 第 14 回青少年健全育成大会 in 六本
木の開催【再掲】(港区)
開催日：7 月 8 日 場所：六本木ヒルズアリーナ
出席者：区長、推進委員会委員長等
内 容：式典、港区小中学校による演奏や演技、六本木ヒルズ〜麻布
十番パレード等
○第 67 回 社会を明るくする運動 街頭広報活動【再掲】(港区)
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①7 月 1 日：田町駅
②7 月 3 日：新橋駅
○第 67 回 社会を明るくする運動 赤坂青山地区第 35 回パレード【再
掲】(港区)
○広報誌（紙）による広報（6 月 11 日号、7 月 1 日号）【再掲】(港区)
〇第 67 回「社会を明るくする運動」式典（雨天のため新宿通りで行う広
報パレードは中止）(新宿区)
開催日：6 月 25 日（日）
場所 ：四谷区民センター
出席者：区長、東京保護観察所所長、新宿警察署長、保護司会等関係団
体、BBS、新宿未来特使「鉄腕アトム」
内容 ：同運動の趣旨の普及、啓発
〇第 67 回「社会を明るくする運動」講演会（新宿区更生保護女性会主
催）
開催日：7 月 19 日（水）
場所 ：牛込箪笥地域センター
出席者：新宿区更生保護女性会、新宿区保護司会、青少年関係者等
内容 ：講演「「元オリンピック選手からの転身」〜更生保護施設で活
躍中〜」
講師 森山 秀実氏
〇「社会を明るくする運動」懸垂幕の掲出(新宿区)
・新宿区役所 8 月 1 日から 31 日
・区内百貨店 8 月中旬 1 週間程度
〇「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（火）西武新宿駅南口ペペ前広場にて、啓発物品（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 15 日号掲載
・区公式ホームページ掲載
○社会を明るくする運動東京ドーム周辺広報啓発活動（平成２９年７月
１日）（文京区）
○文京区社会を明るくする大会（平成２９年７月９日）（文京区）
○文京矯正展（平成２９年７月２０日〜２２日）（文京区）
○‶社会を明るくする運動″街頭キャンペーンの実施【再掲】(台東区)
○第 67 回 社会を明るくする運動 中央集会(墨田区)
開催日：平成 29 年 7 月 15 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 66 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、三遊亭貴楽師匠による講演「笑いのある人生」
と落語
参加者：320 人
〇「いきいき〜すみだのきょういく〜」広報誌への掲載【再掲】(墨田
区)
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○ 社会を明るくする運動 白河管内広報活動
(青少年対策白河地区委員会)(江東区)
開催日：7 月 3 日（月）〜31 日（月）の平日 場所：白河出張所内
内容：来庁者への啓発物品（ウエットティッシュ等）配布
○社会を明るくする運動 (青少年対策地区委員会・全地区)(江東区)
実施日：7 月 1 日
実施場所：区内各駅前
実施内容：啓発ティッシュ配布
○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５日(水)
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：８２２名
２中央大会
開催日：７月２１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：３１１名
表彰内訳：計３４件
善行表彰 個人０件、団体２１件
特別表彰 個人９件、団体４件
○社会を明るくする運動（保護司会等と合同での非行少年の立ち直り支
援キャンペーンを実施）他、駅頭広報活動、ミニ集会、ポスター・ポケ
ットティッシュによる広報活動、１円玉募金運動(目黒区)
○第 67 回 社会を明るくする運動 大田区民のつどい(大田区)
開催日: 7 月 22 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、大田区議会副議長、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 33 の機関・団体関係
者、一般区民等
内 容: 中学生の意見発表、田園調布高等学校筝曲部、吹奏楽部による
演奏
○第 67 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
○第 67 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
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○ＰＲ用品の配布等(大田区)
７月４日ＪＲ大森駅、蒲田駅等、区内６箇所で、 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、絆創膏等を配布し駅頭広報活
動を実施。
○社会を明るくする運動
○社会を明るくする運動

駅頭キャンペーン実施(世田谷区)
保護監察官による講演会の実施(世田谷区)

○第 35 回社会環境を明るくしよう渋谷区民のつどい（渋谷区内３地区
〈渋谷・原宿・代々木〉で実施）(渋谷区)
○「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」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)
○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)
○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)
○社会を明るくする運動駅頭キャンペーン（和田・高円寺中央・荻窪・
高井戸・下井草・成田・阿佐谷・下高永福・方南和泉・宮前・馬橋青少
年育成委員会）(杉並区)
○杉並ひまわりフェスタ ７月１７日＠セシオン杉並 バルーンアート
を出店（阿佐谷青少年育成委員会）(杉並区)
○社会を明るくする運動 ふれあい相談（豊島区）【再掲】
○社会を明るくする運動 作文コンテスト（豊島区）
○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７日・９日・１６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
の各駅頭
配布数:９８５０枚
○ 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）
○ 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２２日
会 場: 北とぴあドームホール
参加数: １１５名
内 容:映画「キューポラのある街」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
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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
○平成２９年度 健全育成・社明大会(板橋区)
（内容）
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
アトラクション
日本大学豊山女子高等学校・中学校 体操部による演舞
２．講演
講演者 関野 吉晴氏
テーマ「グレートジャーニー∼地球を歩いて見たこと考えたこと∼」
○「広報いたばし」（６月１７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３日（月）
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
○ 社会を明るくする運動 駅頭・街頭宣伝活動【再掲】(荒川区)
○第 12 回あらかわ社明コンサート【再掲】(荒川区)
○あらかわ区報・区 HP による 社会を明るくする運動 PR【再掲】(荒
川区)
○懸垂幕の掲出（ 社会を明るくする運動 荒川区推進委員会）【再
掲】(荒川区)
○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）
【再掲】(荒川区)
○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８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２０日
場所：練馬区 内容：式典、アトラクション
○社会を明るくする運動(葛飾区)
■かつしか区民の集い
開催日：平成 29 年 7 月 15 日（土）
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：680 人
■駅頭広報
開催日：平成 29 年 7 月 3 日（月）
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：353 人
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○社会を明るくする運動(江戸川区)
○セーフティ教室【再掲】(江戸川区)
○長期休業中の生活指導についての通知【再掲】(江戸川区)
○江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会【再掲】(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 29 年 7 月１日（土）
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 29 年 7 月 17 日（月）
場所 ：いちょうホール
内容 ：第 66 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、由木西小学校 合唱、第五中学校 ダンス、横山中学校
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(立川市)
○社会を明るくする運動（三鷹市）
○広報誌等による広報（青梅市）
・広報おうめおよび青梅市ＨＰへの記事掲載【再掲】
・青少年健全育成チラシによる相談窓口の広報【再掲】
○社会を明るくする運動（青梅市）
・広報活動：駅頭（市内中学生）、市内公園等【再掲】
・広報資料の配付：保護司等【再掲】
・ポスター、垂れ幕の掲出【再掲】
・地区講演会の開催【再掲】
共催：大門地区保護司、自治会連合会第三支会、青梅市青少年対
策大門地区委員会、大門地区子供会育成会
日時：７月１９日（水）午後７時３０分〜９時
講演：「中学生の現状について」
講師：市立吹上中学校 校長 栗原伊知郎氏
内容：ＤＶＤ上映 「ｔａｐｓ」（その指先が導く危険）
参加者：３３名
・地区『映画とお話しの夕べ』の開催【再掲】
共催：青梅市青少年対策第１１支会地区委員会、青梅市自治会連
合会第１１支会、藤橋・今井地区保護司
日時：７月１日（土）午後７時〜８時２５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 「振り込め詐欺被害防止」関係
参加者：５４名
○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」【再掲】
期間：７月１日〜７月３１日
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掲出場所：庁舎ベランダ、都道横断歩道、市道架道橋計３か所
・「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」【再掲】
期間：６月２４日〜８月４日
掲出場所：ＪＲ青梅線河辺駅北口ペデストリアンデッキ内
○ポスター等による掲示（市）
・「７月は、青少年の非行・被害防止全国強化月間です。」【再掲】
・期間：７月１日〜７月３１日
・掲示場所：市役所電光掲示板、庁舎内掲示板
○青少年対策地区委員会による社会を明るくする運動推進大会への参加
（府中市）【再掲】
○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及び啓発活動
の実施(昭島市)

○

社会を明るくする運動(調布市)

〇社会を明るくする運動（町田市）
○社会を明るくする運動（地域福祉課）(小金井市)
①駅頭広報活動（７月３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
②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「ペット」を上映
③街頭（阿波踊り会場）広報活動（７月２２日）
→各委員・事務局による竹うちわの配布
④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）
○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３日
場所：花小金井駅、小平駅、小川駅
出席者：市長、教育長、実施委員会構成団体等 １４６人
内容：啓発物資の配布
○市報こだいらによる広報（６月２０日号）(小平市)
○社会を明るくする運動（日野市）
「子ども・いきいきふれあいステージ」の開催（7 月 1 日）
○作文コンテストの実施（日野市）
対象 市内の小・中学生
○社会を明るくする運動(国立市)
○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）
○健全育成ＰＲ用品の配布(福生市)
（青少年育成地区委員会）
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○社会を明るくする運動駅頭広報活動の実施【再掲】（狛江市）
開催日：７月３日（月）
場 所：狛江駅周辺
内 容：再犯防止啓発グッズを配布
○社会を明るくする運動狛江市推進大会とコンサートの実施（狛江市）
開催日:７月 17 日（月・祝）
会 場: 狛江市民ホール（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、防犯協会連合会会長 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、狛江市
教育員会教育長 計６人
内 容：・推進委員会会長、推進委員長、来賓等挨拶
・中学生啓発標語優秀作品入選者（５人）表彰
・大会決議文の読み上げ
・市内中学校の吹奏楽部によるコンサート
○市報（7/1 号）に掲載。【再掲】(東大和市)
○市庁舎内に啓発用横断幕を掲出。【再掲】(東大和市)
○社会を明るくする運動（ひまわりコンサート）７月１５日実施(清瀬
市)
○社会を明るくする運動（東久留米市）
○社会を明るくする運動(武蔵村山市)
○社会を明るくする運動（多摩市）
○社会を明るくする運動（稲城市）
①7 月 3 日（月） 市内駅頭等 7 箇所で実施
②7 月 10 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
○広報紙による広報（稲城市）
「広報いなぎ」6 月 15 日号掲載
○社会を明るくする運動（羽村市）
○社会を明るくする運動 駅頭キャンペーン(あきる野市)
○広報誌による広報（7/1 号）【再掲】(あきる野市)
○青少年健全育成地区委員会（10 地区）による各地区内の健全育成パト
ロール【再掲】(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 10 日(月)〜14 日
(金)(西東京市)
〇社会を明るくする運動 環境浄化運動（西東京市）10 月 4 日（水）
(西東京市)
○社会を明るくする運動（瑞穂町）
○生活指導上の安全教室の実施【再掲】(神津島村)
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○各種体験活動（農業体験、生産体験など）(警視庁)
○映画 CM による広報活動(警視庁)

７いじめ・暴
力行為等の問
題行動への対
応

○いじめ・悩み相談ホットライン(千代田区)
○子どもと家庭に関わる総合相談(千代田区)
○青少年問題協議会の開催【再掲】(千代田区)
○スクールカウンセラーの派遣(千代田区)
○スクールライフ・サポーターの配置(千代田区)
○スクールソーシャルワーカー(千代田区)
○スクールサポーター(千代田区)
○フレンドシップ・サポート(千代田区)
○心の教育コーディネーターの派遣(千代田区)
○校外生活指導連絡協議会及びいじめ問題対策委員会 ６月９日(中央
区)
・いじめ防止等の取組を円滑に進められるように協議会や委員会を通じ
て意見交換等を行う。
○生活指導主任研修会の実施 ７月７日【再掲】(中央区)
・いじめ防止等の取組について
○相談窓口の広報(中央区)
○いじめに関するアンケート実施（全区立小・中学校で毎月 1 回実施）
(港区)
○カウンセラーとの面談（年間を通じて、全区立小４〜５年生、中学校
１〜２年生対象）(港区)
○広報誌（紙）による広報（6 月 11 日号、7 月 1 日号）【再掲】(港区)
○教育センター総合相談室の広報（文京区）
〇「いきいき〜すみだのきょういく〜」広報誌への掲載【再掲】(墨田
区)
○セーフティ教室（児童に対する連れ去りの被害防止及び万引き、いじ
め等の非行防止教室）(目黒区)
○第４回 生活指導主任会の開催【再掲】(大田区)
○「夏季休業中の生活指導について」の通知【再掲】(大田区)
○「相談窓口の周知を目的とした『大田区公式ＰＲキャラクターはねぴ
ょん』キーホルダーの児童・生徒への配布について」の通知(大田区)
○「ＬＧＢＴ等の児童・生徒に対するきめ細やかな対応等について」の
通知(大田区)
○問題行動対応サポートチーム連絡会の開催【再掲】(大田区)
○ＳＮＳ被害防止に関する講演会【再掲】(世田谷区)
○相談窓口の広報・ポスターの掲示(荒川区)
○生活指導に関する学校と警察の連絡協議会の開催(練馬区)
警察署生活安全課、区立小中学校生活指導担当者、保護司、主任児童
委員および子ども家庭支援センターが一堂に会し、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を行った。
○暴力行為の概要に関する調査(練馬区)
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平成２９年４月〜６月の児童・生徒の暴力行為の概要について、全小
中学校を対象に調査を実施した
○「チルドレン・サポートチーム派遣（スクールソーシャルワーカー・
心理士・退職校長・指導主事）」(江戸川区)
○いじめ発見・対応、いじめ防止のための実践プログラム(江戸川区)
○いじめアンケート(江戸川区)
○いじめに関する授業(江戸川区)
○Ｑ−Ｕ(江戸川区)
○道徳授業地区公開講座(江戸川区)
○学校いじめ防止基本方針の見直し・改善(江戸川区)
○学級指導補助員の派遣(江戸川区)
○「エンカレッジルーム」の活用(江戸川区)
○若手教員育成研修【再掲】(江戸川区)
○親子情報モラル教室【再掲】(江戸川区)
○長期休業中の生活指導についての通知【再掲】(江戸川区)
○江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会【再掲】(江戸川区)
○青少年を取り巻く問題の 1 つとして都や警察署などから得た情報をも
とに青少年健全育成を担う青少年対策地区委員会、青少年育成指導員
会、青少年問題協議会に対し情報提供を行った。【再掲】(八王子市)
○また、八王子市青少年健全育成基本方針平成 29 年度重点目標リーフレ
ットにおいて重点目標にいじめ対策として「みんなでつないでいこう
思いやりの心」を掲げ、を市内小中学校、私立中学高等学校、各施設へ
配付・周知、年間をとおし取り組みを行っている。【再掲】(八王子市)
○生活指導主任会（生活指導担当者会議）における情報共有（三鷹市）
○広報誌等による広報（青梅市）
・広報おうめおよび青梅市ＨＰへの記事掲載【再掲】
・青少年健全育成チラシによる相談窓口の広報【再掲】
○「いじめゼロ宣言・子ども会議」の開催（青梅市）
・開催日：７月２６日
・目的：いじめ根絶に向けた意識の向上および議会制民主主義への理
解促進
・参加人数：小・中学生５３名
○チラシ等による啓発（青梅市）
・夏休みのしおり【再掲】
配付先：小・中学生
内容：夏休みの生活注意事項等
・非行防止啓発チラシ（4,831 枚）【再掲】
配付先：第二支会自治体加入世帯
○小学校・中学校にチラシ、ポスターの配布(昭島市)
○ 社会を明るくする運動
市)

中学生意見発表会（７月１５日実施）(調布

○いじめ防止対策審議会の開催（国分寺市）
○青少年の意見発表大会（子ども育成課）(福生市)
○相談窓口の広報（秘書広報課）(福生市)

26

学校指導課

(別紙)
○「少年の主張」大会１１月１１日開催(清瀬市)
○市報（7/1 号）に掲載。【再掲】(東大和市)
○市庁舎内に啓発用横断幕を掲出。【再掲】(東大和市)
○ラジオ体操事業実施日に啓発（東久留米市中央中学校地区青少年健全
育成協議会）(東久留米市)
○相談窓口に係るチラシを作成し、市内小中学校へ配布した。(武蔵村山
市)
○青少協だより（多摩のこども）による相談窓口の広報【再掲】(多摩
市)
○啓発ポスターの掲示【再掲】(あきる野市)
○広報誌による広報（7/1 号）【再掲】(あきる野市)
○各校での研修会(神津島村)
○ポスターの掲示【再掲】(小笠原村)
○少年の健全育成をめざす全都大会の開催(警視庁)

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と表示して記載すること。
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