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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 神奈川県 青少年行政主管課（室）名 青少年課 

区分 取組内容 備考 

１子供の性被

害の防止 

○内閣府作成ポスターの掲示（神奈川県、全市町村） 

○街頭キャンペーンの実施（神奈川県警察） 

【藤沢駅周辺】 

実施日：７月３日(月) 16時～17時30分 

 場  所：藤沢駅北口サンパール広場及び藤沢駅周辺 

参加者：神奈川県、神奈川県警察、藤沢市、少年補導員連絡会、鎌

倉湘南地区校長会の職員等 

内 容：藤沢駅周辺において、啓発物品（非行防止、薬物乱用防

止、児童ポルノ関係）を配布して青少年の非行防止等を呼

びかけた。 

【小田原駅】 

実施日：７月14日(金) 17時～17時30分 

場 所：小田原駅東西自由連絡通路 

参加者：神奈川県立高等学校、神奈川県教育委員会、神奈川県警察

の職員等 

内 容：小田原駅東西自由通路において、啓発物品（薬物乱用防

止、福祉犯罪、暴力行為関係）を配布して青少年の非行防

止等を呼びかけた。 

○児童養護施設における「ふれあい活動」の実施（神奈川県警察） 

実施日：７月 24日(月)、25日(火) 

参加者：児童養護施設「春光学園」入所児童 延べ 43名 

実施者：神奈川県立横須賀高等学校、衣笠地区社会福祉協議会、神

奈川県警察、横須賀警察署少年補導員連絡会の職員等 

 延べ 75名 

内 容：神奈川県立横須賀高等学校ラグビー部員による入所児童と

のふれあい活動、規範意識の醸成及び犯罪被害防止を目的

とした非行防止紙芝居を実施し、児童の健全育成を図っ

た。 

○「ＪＫビジネス」に関する街頭キャンペーンの実施（神奈川県警

察） 

実施数：11 回（９警察署） 

内 容：「ＪＫビジネス」に関する注意喚起を行った。 

○「ＪＫビジネス」に関する被害防止教室の開催（神奈川県警察） 

 開催数：３回 

 参加者：高校生等 

内 容：「ＪＫビジネス」に関する注意喚起を行った。 

○「ＪＫビジネス」に関する講話の開催（神奈川県警察） 

 開催数：３回 

 参加者：教育関係者及びボランティア 

内 容：「ＪＫビジネス」に関する注意喚起を行った。 

○犯罪被害者等支援相談の実施（川崎市） 

内 容：川崎市内在住・在勤・在学の方を対象に、専門相談員（警

察ＯＢ）または川崎市職員による相談窓口を設け、面接ま

たは電話による相談に応じるほか、各種支援施策の情報提

供などを行った。 
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○巡回映画会防犯講話の開催（川崎市） 

開催日：７月 23日（日） 

場 所：川崎市立鷺沼小学校 

内 容：防犯連より「おおだこポリス４つのお約束」について、神

奈川県警察より犯罪被害防止について講話を行った。 

参加者：100 名 

○多摩地区小中学校による合同地域安全対策会議への参加（川崎市） 

参加者：多摩区青少年指導員連絡協議会 

〇青少年健全育成講演会の開催（大和市） 

開催日：７月８日（土） 

場 所：大和市勤労福祉会館 

出席者：青少年健全育成団体、学校の職員等 88名 

内 容：講演会 

テーマ：「子供を虐待から守るために～私たちにできることは～」 

○相談窓口の広報誌掲載（座間市） 

○非行防止街頭キャンペーンの実施（神奈川県、藤沢市） 

 主 催：神奈川県、藤沢市 

実施日・場 所：７月３日(月)・藤沢駅 

７月４日(火)・湘南台駅 

参加者：神奈川県、神奈川県教育委員会、鎌倉湘南地区神奈川県立

高等学校長会及びＰＴＡ、神奈川県警察、藤沢警察署少年

補導員連絡協議会、藤沢北警察署少年補導員連絡協議会、

藤沢市青少年問題協議会、藤沢地区保護司会、神奈川たば

こ商業協同組合藤沢支部、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等 計 205名 

内 容：非行防止、健全育成を訴えるチラシ・啓発物品等を配布す

るとともに街頭指導を実施した。 

○青少年にとってのよい環境を考えるつどいの開催（藤沢市） 

開催日：７月７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 計 303 名 

内 容：講演会 

テーマ：「『攻める防犯』はじめませんか～こんなことが？・・・実

は有効なんです～」 

講 師：東京未来大学教授 こども心理学部長 出口 保行氏 

○青少年夏期特別街頭指導パトロールの実施（藤沢市） 

実施日：７月 21日(金)、24日(月)、27日(木) 

（なお、この青少年夏期特別街頭指導パトロールは、８月

31日までに全８回実施予定） 

場 所：藤沢駅周辺・湘南台駅周辺 

参加者：神奈川県警察、藤沢警察署少年補導員連絡協議会、藤沢北

警察署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、地区

青少年育成協力会、私立小中高校長会及びＰＴＡ、鎌倉湘

南地区神奈川県立高等学校長会、藤沢市内中学校長会、藤

沢市子ども会連絡協議会、藤沢市教育委員会等 

 計 212名（３日間） 

○街頭指導の実施（藤沢市） 
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実施日：７月中（青少年夏期特別街頭指導パトロール実施日を除

く） 

場 所：藤沢市内全域 

【青少年指導員による地域ごとのパトロール】 

内 容：14 地区各２回 

【街頭指導員による昼間街頭指導】 

内 容：藤沢駅・湘南台駅周辺、（月）～（金） 

【特別街頭指導員による夜間街頭指導】 

内 容：藤沢駅、湘南台駅、片瀬江ノ島駅周辺７回 

○「広報はだの」（７月１日号）による広報（秦野市） 

○「広報いせはら」（７月１日号）による広報（伊勢原市） 

○広報誌（紙）による広報（大井町） 

○松田町青少年問題協議会の実施（松田町） 

 実施日：７月 18日（火） 10時～12時 

内 容：デートＤＶなどの事例についての協議を行った。 

○山北町青少年健全育成大会の開催（山北町） 

開催日：６月 24日(土) 

場 所：山北町立生涯学習センター 

参加者：山北町議会議長、山北町長、山北町副町長、山北町教育

長、神奈川県議会議員、県西地域県政総合センター副所

長、健全育成会連絡協議会正副会長、青少年育成関係者等 

81名、作文表彰者 11名、一般参加者 149名 

内 容：「少年の主張」作文発表、講演を行った。 

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 

 

○内閣府作成ポスターの掲示（神奈川県、全市町村）【再掲】 

○九都県市共同啓発ポスターの作成・配布（神奈川県） 

部 数：1,100部 

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した。 

○九都県市共同啓発ポスターの掲示（神奈川県、全市町村） 

○社会環境健全化推進街頭キャンペーンの実施（神奈川県） 

【川崎会場】 

主 催：かながわ青少年社会環境健全化推進会議、神奈川県子ど

も・青少年みらい本部、川崎市 

 実施日：７月５日（水） 

 場 所：川崎フロンパーク（等々力陸上競技場前） 

 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 26名 

 内 容：啓発物配布によるキャンペーン活動を行った。 

【横浜会場】 

 主 催：かながわ青少年社会環境健全化推進会議、神奈川県子ど

も・青少年みらい本部、横浜市 

 実施日：７月 29日（土） 

 場 所：日産スタジアム東ゲート前広場（試合前イベント会場） 

 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 28名 

 内 容：啓発物配布によるキャンペーン活動を行った。 

○県央地域社会環境健全化街頭キャンペーンの実施（神奈川県） 

 主 催：県央地域青少年社会環境健全化推進連絡会議 

 実施日：７月 29日（土） 11時～12時 

 場 所：大和オークシティー周辺 

参加者：青少年指導員、青少年相談員、ＰＴＡ、行政職員 
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内 容：啓発物配布によるキャンペーン活動を行った。 

○県西地域青少年社会環境健全化推進街頭キャンペーンの実施（神奈川県） 

内 容：啓発物配布によるキャンペーン活動を行った。 

【箱根湯本駅周辺】 

主 催：神奈川県、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３日（月） 

 参加者：青少年指導員、保護司 約 25名 

【大雄山駅前】 

 主 催：神奈川県、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、

開成町 

 開催日：７月 11日（火） 

 参加者：青少年指導員、足柄上地区民生委員、ＰＴＡ連絡協議会関

係者、市町教育委員会の職員等 約 45名 

【湯河原駅前】 

 主 催：神奈川県、湯河原町 

 開催日：７月 31日（月） 

 参加者：青少年指導員、子ども会育成団体連絡協議会、湯河原町教

育委員会の職員等 15名 

○青少年保護育成条例等保護者啓発チラシの作成・配布（神奈川県） 

 配布先：神奈川県内の小学１年生・中学１年生の保護者 

 部 数：218,000部 

 内 容：青少年保護育成条例周知用チラシを作成し、神奈川県内す

べての小・中学校に配布した。 

○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（神

奈川県警察） 

実施数：30 店舗 

○サイバー教室の開催（神奈川県警察） 

 開催数：201回（非行防止教室の内数） 

○啓発チラシの配布（横浜市） 

○啓発ポスターの掲示（横浜市） 

○中学校講演会の開催（川崎市） 

主 催：川崎区保護司会大師支部 

開催日：７月 14日（金） 

場 所：川崎市立大師中学校体育館 

内 容：「ＳＮＳの安全な使い方」 

○広報誌（紙）による広報（川崎市） 

○「広報よこすか」による広報（横須賀市） 

○青少年健全育成推進街頭キャンペーンの実施（鎌倉市） 

主 催：鎌倉湘南地区神奈川県立学校長会議、鎌倉市 

実施日：７月 11日（火） 16時～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した。 

【鎌倉駅周辺】 

参加者：25団体 164 名（内 学生 66名） 

内 容：1,500セットを配布 

【大船駅周辺】 

参加者：18団体 88名（内 学生 29名） 

内 容：1,420セットを配布 
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○啓発用ポスターの掲示（２箇所）（葉山町） 

○啓発用チラシの配架（葉山町） 

○消費生活相談員による出前講座の実施（相模原市） 

 実施日：７月６日（木） 

 参加者：地区青少年健全育成協議会役員 34名 

 内 容：青少年の消費生活トラブルの現状と対策についての講座を

実施した。 

○学校における携帯電話教室の実施（海老名市） 

○相談窓口の広報誌掲載（座間市）【再掲】 

○青少年の非行・被害防止街頭キャンペーンの実施（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 

実施日：７月１日（土）  

場 所：綾瀬タウンヒルズショッピングセンター 

○青少年の非行・被害防止パネル展の開催（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 

 開催日：７月 11日（火）～17日（月） 

 場 所：綾瀬市役所市民ホール 

○広報誌（紙）による広報（綾瀬市） 

○青少年指導員ポスター展の開催（茅ヶ崎市） 

開催日：７月 14日（金）～24日（月） 

○「広報はだの」（７月１日号）による広報（秦野市）【再掲】 

○「広報いせはら」（７月１日号）による広報（伊勢原市）【再掲】 

○伊勢原市内学校への啓発チラシの配布（伊勢原市） 

実施日：７月 13日(木) 

配布先：伊勢原市内の小学５年生から高校生 

部 数：8,936部 

 内 容：スマートフォン・携帯電話の正しい使い方（両面刷り）を

配布した。 

○街頭キャンペーンの実施（二宮町） 

 主 催：二宮町教育委員会 

実施日：７月７日（金） 16時～17時 

 場 所：二宮駅周辺 

参加者：二宮町教育委員会職員４名、青少年環境浄化推進員９名、 

神奈川県職員１名 計 14名 

 内 容：標語入りポケットティッシュ（500個）を配布した。 

○ポスターの掲示（南足柄市） 

○中井町青少年育成のつどいの開催（中井町） 

開催日：７月１日（土） 

場 所：中井町農村環境改善センター多目的ホール 

参加者：217 名 

内 容：講演会 

テーマ：「おとなの知らない子どもの世界～ネット・スマホ世代の

子供たちとの向き合い方～」 

講 師：ジャーナリスト 石川 結貴氏 

○松田町青少年問題協議会の実施（松田町）【再掲】 

○山北町青少年健全育成大会の開催（山北町）【再掲】 

○啓発物品・チラシの配布（真鶴町） 

 実施日：７月 20日（木） 

 配布先：真鶴町内小中学校 
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３有害環境へ

の適切な対応 

 

○内閣府作成ポスターの掲示（神奈川県、全市町村）【再掲】 

○社会環境実態調査の実施（神奈川県、全市町村） 

 実施日：７月３日（月）～９月 29日（金） 

 場 所：神奈川県内全域 

参加者：青少年指導員等（各市町村により異なる） 

内 容：青少年指導員等によるコンビニエンスストア、インターネ

ットカフェ・まんが喫茶、古書店、複合店、ＤＶＤ・ゲー

ム取扱店の実態調査を行った。 

【コンビニエンスストア】 

たばこや酒類の販売時の年齢確認の方法・有害図書類の陳

列方法等 

【インターネットカフェ・まんが喫茶】 

客席の状況（ペアシート）・フィルタリング等の措置等 

【古書店、複合店、DVD・ゲーム取扱店】 

深夜営業の有無・18 歳未満者への販売貸付等禁止の表示

等 

○神奈川県青少年保護育成条例に基づく立入調査の実施（神奈川県） 

 実施日：７月中  

 場 所：神奈川県内全域 

対 象：カラオケボックス、インターネットカフェ、まんが喫茶、

書店等 29件 

○神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例に基づく立入調査の実施(神奈川

県) 

実施日：７月中 

場 所：神奈川県内全域 

 対 象：酒類・たばこ販売店 21件、自動販売機６台 

○少年指導委員と合同による風俗営業店への立入調査の実施（神奈川

県警察） 

実施数：７店舗 

○携帯電話販売店に対するフィルタリングに関する要請・指導（神奈

川県警察）【再掲】 

○11 月実施の全市一斉統一行動キャンペーン活動に係る啓発チラシ

イラストの募集（横浜市） 

対 象：横浜市内全域 

○巡回指導員による市内巡回指導の実施（横須賀市） 

○合同特別街頭指導の実施（鎌倉市） 

主 催：神奈川県警察、鎌倉市 

実施日：７月 25日（火） 

 場 所：由比ガ浜海岸、材木座海岸 （18時～20時） 

大船駅周辺        （18時～19時） 

内 容：神奈川県警察と合同で地域のパトロールを実施した。 

○市内一斉啓発・街頭指導の実施（厚木市） 

 主 催：厚木市 

 実施日：７月 28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 

 計 84名 

○街頭指導の実施（厚木市） 

 主 催：厚木市 

 実施日：７月３日（月）～31 日（月） 計 40回 
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 場 所：本厚木駅周辺 

 参加者：青少年教育相談センター職員 

○有害図書等の回収の実施（茅ヶ崎市） 

実施日：７月 13日（木） 

○街頭指導活動の実施（秦野市） 

 実施数：７地区、各２回程度 

 参加者：約 90名 

 内 容：青少年相談員による地区パトロールを実施した。 

○街頭指導活動の実施（伊勢原市） 

 実施数：15回 

 参加者：青少年相談室補導員、伊勢原市職員 計 31名 

内 容：夏休み前及び期間中にパトロール活動を行った。 

○愛のパトロールの実施（二宮町） 

 主 催：二宮町教育委員会 

 実施数：７月 14日（金）～８月 19日（土） 全４回 

 場 所：二宮町内 

 参加者：二宮町教育委員会職員３名、青少年環境浄化推進員 10

名、ＰＴＡ５名、学校教員５名、社会教育委員１名、青少

年指導員 19名 

 内 容：二宮町内を回り、青少年に対して声かけを行った。 

○白ポスト回収作業の実施（小田原市） 

主 催：小田原市青少年環境浄化推進員協議会、小田原市 

実施日：７月 11日（火） 

参加者：小田原市環境浄化推進員、小田原市職員 計４名 

○夏季環境浄化パトロールの実施（山北町） 

主 催：山北町青少年指導員協議会 

【清水･三保地区】 

実施日：７月 20日(木) 

 参加者：青少年指導員４名、ＰＴＡ３名、防犯指導隊員２名、神奈

川県警察職員２名 

【山北・岸・向原地区】 

実施日：７月 25日(火) 

 参加者：青少年指導員 11 名、ＰＴＡ９名、防犯指導隊員４名、神

奈川県警察職員３名 

○巡回活動の実施（湯河原町） 

 場 所：湯河原町内パチンコ店 

 実施数：延べ３店舗 

○下校ふれあい活動の実施（湯河原町） 

実施数：１回 

○町内公園、通学路環境浄化巡回の実施（湯河原町） 

実施数：27 回 

４薬物乱用対

策の推進 

 

○内閣府作成ポスターの掲示（神奈川県、全市町村）【再掲】 

○社会環境健全化推進街頭キャンペーンの実施（神奈川県）【再掲】 

○県央地域社会環境健全化街頭キャンペーンの実施（神奈川県）【再

掲】 

○県西地域青少年社会環境健全化推進街頭キャンペーンの実施（神奈

川県）【再掲】 

○薬物乱用防止街頭キャンペーンの実施（神奈川県） 

主 催：神奈川県 
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実施日：７月 15日（土） 11時～12時 

場 所：京急三浦海岸駅前 

○街頭キャンペーンの実施（神奈川県警察）【再掲】 

○薬物乱用防止教室の開催（神奈川県警察） 

開催数：57回 

○社会環境健全化推進街頭キャンペーンの実施（横浜市） 

実施日：７月７日（金）ほか 

○啓発チラシの配布（横浜市）【再掲】 

○啓発ポスターの掲示（横浜市）【再掲】 

○街頭キャンペーンの実施（川崎市） 

主 催：川崎市 

開催日：７月１日（土） 

場 所：等々力陸上競技場 

参加者：22 名 

内 容：薬物禁止を訴える啓発グッズの配布、ポスターの掲示等に

よる広報啓発を行った。 

○ラジオによる広報（川崎市） 

○電光掲示板（静止画）による広報（川崎市） 

 場 所：川崎駅前 

○パネルの展示及びポスターの掲示（川崎市） 

 場 所：川崎駅地下街 

○広報誌（紙）による広報（川崎市）【再掲】 

○青少年健全育成推進街頭キャンペーンの実施（鎌倉市）【再掲】 

○薬物乱用防止パネル展の開催（逗子市） 

 開催日：７月５日（水）～８日（土） 

場 所：体験学習施設スマイルラウンジ 

○街頭啓発キャンペーンの実施（相模原市） 

 主 催：相模原市、神奈川県薬物乱用防止指導員協議会相模原支部 

実施日：７月３日（月） 

場 所：橋本駅周辺 

参加者：81 名 

内 容：薬物乱用防止リーフレット等を配布した。 

○相模原市保健所庁舎横での懸垂幕の掲出（６月 20 日～７月 19 日）

（相模原市） 

○相模原市内各大学への薬物乱用防止ポスターの配布（相模原市） 

○国連支援募金への協力（相模原市） 

○薬物乱用防止街頭キャンペーンの実施（大和市） 

○中学校における薬物乱用防止教室の実施（海老名市） 

○シンナー・トルエン等の厳重な保管管理及び販売について「商工会

だより」掲載依頼（座間市青少年補導員協議会）（座間市） 

○青少年の非行・被害防止街頭キャンペーンの実施（綾瀬市）【再掲】 

○薬物乱用防止パネル展の実施（綾瀬市） 

 主 催：綾瀬市社会を明るくする運動実施委員会 

 期 間：７月３日（月）～31 日（月） 

 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 

○街頭啓発キャンペーンの実施（平塚市） 

 主 催：平塚市社会を明るくする運動推進委員会 

 実施日：７月 20日（木） 16時～18時 

 場 所：平塚駅等 
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 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、神奈川県、平塚市、平塚市青少年補導員連絡協議会、

ジュニアリーダーズクラブ等  計 70名 

 内 容：平塚駅等で啓発物品を配布し、啓発活動を行った。 

○湘南ベルマーレの試合会場における「社会を明るくする」運動啓発

活動の実施（平塚市） 

 主 催：平塚市社会を明るくする運動推進委員会 

 実施日：７月 29日（土） 16時～20時 15分 

 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、平塚市、平塚市教育委員会、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、

平塚地区ＢＢＳ会、平塚市ボーイスカウト連絡協議会、ジ

ュニアリーダーズクラブ等 計 105名 

 内 容：試合の開始前に啓発物品を配布するとともに、ハーフタイ

ムに横断幕などを持ってグラウンドを回り、社会を明るく

する運動・薬物乱用防止の啓発を行った。 

○藤沢市青少年指導員協議会活動パネル展の開催（藤沢市） 

開催日：７月 20日(木)～31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、非行防止パネル、

薬物標本等の展示を行った。 

○広報誌（紙）による広報（藤沢市） 

広報誌（紙）：６月 25日号 

配布先：藤沢市内全域 

内 容：「青少年の非行・被害防止全国強調月間」について 

○藤沢市薬物乱用推進協議会の実施（藤沢市） 

実施日：７月５日（水） 

○青少年指導員ポスター展の開催（茅ヶ崎市）【再掲】 

○市役所庁舎への横断幕の掲出「考えよう やっていいこと、悪いこ

と」（７月１日～31日）（秦野市） 

○薬物乱用防止に伴う街頭キャンペーンの実施（伊勢原市） 

 実施日：６月 26日(月) 16時～ 

 場 所：伊勢原駅前 

参加者：伊勢原市職員６名 

○駅前啓発キャンペーンの実施（伊勢原市） 

（「第 67回社会を明るくする運動」と合同開催） 

内 容：啓発物品（啓発チラシ、手下げ袋、ティッシュ）500 セッ

トを配布した。 

【伊勢原駅前】 

実施日：７月３日(月) 18時～ 

参加者：青少年相談室補導員、青少年指導員 計 54名 

【愛甲石田駅前】 

 実施日：７月 10日(月) 18時～ 

 参加者：青少年相談室補導員、青少年指導員 計 25名 

○伊勢原市内学校への啓発チラシの配布（伊勢原市） 

実施日：７月 13日(木) 

配布先：伊勢原市内の小学５年生から中学生 

部 数：4,931部 

 内 容：薬物乱用・喫煙防止（両面刷り）を配布した。 
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○寒川町青少年環境浄化推進協議会第２回全体会の開催（寒川町） 

主 催：寒川町青少年環境浄化推進協議会 

開催日：７月 19日（水） 

場 所：寒川町役場東分庁舎 

出席者：寒川町青少年環境浄化推進協議会委員 29名 

内 容：薬物乱用防止に関するビデオを上映した。 

○懸垂幕・横断幕の掲示（寒川町） 

主 催：寒川町青少年環境浄化推進協議会 

【懸垂幕】 

期 間：７月１日（土）～31日（月） 

場 所：寒川町役場分庁舎 

【横断幕】 

期 間：７月１日（土）～31日（月） 

場 所：寒川町立旭小学校、寒川町立旭が丘中学校 

○ポスターの掲示（南足柄市） 

○啓発物品・チラシの配布（真鶴町）【再掲】 

５不良行為及

び初発型非行

（犯罪）等の

防止 

 

○内閣府作成ポスターの掲示（神奈川県、全市町村）【再掲】 

○社会環境健全化推進街頭キャンペーンの実施（神奈川県）【再掲】 

○県西地域青少年社会環境健全化推進会議の開催（神奈川県） 

【足柄上地区部会】 

 主 催：神奈川県 

開催日：７月 11日（火） 

 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、足柄上地区市町

教育委員会職員等 計 26名 

内 容：青少年健全化推進事業・管内の青少年の非行等状況について 

【西湘地区部会】 

主 催：神奈川県 

 開催日：７月 12日（水） 

 場 所：神奈川県県西地域県政総合センター会議室 

参加者：青少年指導員、神奈川県警察、西湘地区市町教育委員会の

職員等 計 15名 

内 容：青少年健全化推進事業・管内の青少年の非行等状況について 

○万引防止街頭キャンペーンの実施（神奈川県） 

主 催：横須賀警察署管内万引防止対策協議会 

実施日：７月 19日（水） 16時～17時 

場 所：京急汐入駅周辺 

○研修会の開催（神奈川県） 

開催日：７月 20日（木） 

参加者：神奈川県立足柄高等学校生徒 

内 容：デートＤＶ予防 

○街頭キャンペーンの実施（神奈川県警察）【再掲】 

○児童生徒による非行・被害防止サミットの開催（神奈川県警察） 

開催日：７月７日（金） 

場 所：横浜市開港記念会館 

参加者：神奈川県内中学校の生徒（５校 20 名）、神奈川県警察、

市町村教育委員会の職員等 

内 容：中区防犯サミット（「つながろう 地域と一緒に 笑顔の

輪」）として、各学校の取組を発表し、意見交換等を行う
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ことにより、規範意識の向上を図った。 

○第 30回神奈川県警察少年柔道剣道大会の開催（神奈川県警察） 

主 催：神奈川県警察、公益社団法人神奈川県防犯協会連合会 

開催日：７月８日（土） 

場 所：横浜文化体育館 

参加者：柔道 11チーム、剣道 48チーム 計 380名 

内 容：神奈川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し、相

互の親睦を図るとともに、規範意識の向上及び連帯感の醸

成を図った。 

○児童養護施設における「ふれあい活動」の実施（神奈川県警察）

【再掲】 

○相模原田名地区における「絆プロジェクト」の実施（神奈川県警

察） 

実施日：７月 25日(火)～27日(木) 

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 321名 

実施者：相模原市立田名中学校生徒、神奈川県立相模田名高等学校

生徒、相模原市立田名・田名北小学校、相模原市役所、青

少年相談員、民生委員、相模原警察署の職員等延べ 118 名 

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、学習支援や遊び等のふれあい活動を通じて相互

の絆を深めた。 

○ふれあい警察展の開催（神奈川県警察） 

主 催：神奈川県警察 

開催日：７月 27日(木)、28日（金） 

 場 所：クイーンズスクエア横浜 

 参加者：約２万名 

内 容：「見て・触れて・体験して」をキーワードにステージにお

ける催し、各種装備品の展示、110 番通報の模擬体験や警

察車両の乗車体験等を行い、県民の警察活動に対する理解

と協力を深めることを目的に開催した。少年補導員や高校

生ボランティアと連携して非行防止紙芝居や社会のルール

を考えさせるクイズ等を実施し、来場した子どもたちの規

範意識の向上を図った。 

○少年補導の日における街頭補導活動の実施（神奈川県警察） 

実施日：７月 28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。 

○その他の街頭補導活動の実施（神奈川県警察） 

実施数：98 回 

○少年の社会参加活動の実施（神奈川県警察） 

実施数：８回 

○非行防止教室の開催（神奈川県警察） 

 開催数：319回 

○青少年指導員による全市一斉夜間パトロールの実施（横浜市） 

実施日：７月 22日（土）ほか 

場 所：横浜市内全域（全 246 地区） 

参加者：2,484名 
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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った。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、青少年の早期帰宅を促した。 

○愛のパトロールの実施（横浜市） 

主 催：横浜市青少年指導員 

実施日：７～８月 毎週金曜日  

場 所：横浜市栄区笠間地区及び小菅ケ谷地区 

参加者：60 名 

内 容：学校関係者や地域の人々と連携し、同時期に複数回実施す

ることにより、青少年が公園等の公共施設をたまり場とし

ているか否かなどの実態を把握し、かつ、学校関係者や地

域の方々に自地区の夜間の実態を知ってもらうために行っ

た。 

○青少年健全育成パネル展の開催（川崎市） 

 開催日：７月中旬～末日 

場 所：川崎市役所本庁舎、中原区役所、麻生区役所 

 内 容：青少年の非行防止に関わるパネルの展示による広報啓発を

行った。 

〇「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の懸垂幕・ポスターの掲

出（川崎市）  

○犯罪被害者等支援相談の実施（川崎市）【再掲】 

○社会を明るくする運動の広報（川崎市） 

内 容：ＪＲ川崎駅改札にある河川情報表示板にて犯罪や非行の防

止文を掲示した。 

○川崎区地域巡回パトロール（夏の祭礼パトロール）の実施（川崎市） 

 実施日：７月 15日（土）、29日（土） 

○大師地区地域巡回パトロール（愛のパトロール）の実施（川崎市） 

 実施日：７月 15日（土）、22日（土）、29日（土） 

○田島地区地域巡回パトロールの実施（川崎市） 

実施日：７月 13日（木）、22日（土）、28日（金） 

○川崎市立川中島中学校見守り活動の実施（川崎市） 

主 催：川崎区保護司会大師支部 

○川崎市立田島中学校見回り活動の実施（川崎市） 

主 催：川崎区保護司会田島支部 

○川崎市立富士見中学校 朝のあいさつ運動の実施（川崎市） 

主 催：川崎区保護司会中央支部 

○社会を明るくする運動の実施（川崎市） 

主 催：社会を明るくする運動川崎大師推進委員会 

内 容：啓発パレード、講演会等 

【街頭啓発パレード】 

開催日：７月２日（日） 

場 所：出来野第１公園～大師公園 

参加者：1,264名 

【ＰＴＡ講演】 

 開催日：７月３日（月）、11日（火） 

場 所：川崎市立川中島小学校 

参加者：168 名 

【中学校講演会】 
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開催日：７月 14日（金） 

場 所：川崎市立大師中学校 

参加者：707 名 

【青少年問題講演会】 

開催日：７月 20日（木） 

場 所：川崎区役所大師支所 

参加者：94 名 

【更生保護を考える集い】 

開催日：７月 31日（月） 

場 所：川崎区役所大師支所 

参加者：95 名 

○南河原地区青少年指導員会によるパトロール活動の実施（川崎市） 

実施日：７月２日（日）、12 日（水） 

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によるパトロール活動の実施（川崎市） 

実施日：７月 15日（土）、16日（日） 

場 所：鹿島田商店街、塚越、古川町、古市場、小向西町等 

○日吉地区青少年指導員会によるパトロール活動の実施（川崎市） 

実施日：７月１日（土） 

場 所：鹿島田駅周辺 

○幸区社会環境健全化推進街頭キャンペーンの実施（川崎市） 

主 催：社会を明るくする運動幸区推進委員会 

実施日：７月５日（水） 

場 所：ＪＲ鹿島田駅、ＪＲ川崎駅西口 

内 容：青少年の非行防止等について啓発グッズの配布による広報

啓発を行った。 

○幸区ミニ集会の開催（川崎市） 

場 所：川崎市立古川小学校、川崎市立日吉中学校、川崎市立平間

中学校、南河原いこいの家 

 内 容：社会を明るくする運動の一環として、各地域で青少年の非

行防止等に関する講演会、研修会等のミニ集会を開催し

た。 

○幸区役所掲示コーナーでのポスター、チラシの掲示（川崎市） 

○中原区社会環境健全化推進街頭キャンペーンの実施（川崎市） 

主 催：中原区青少年指導員連絡協議会 

実施日：７月７日（金） 19時～ 

場 所：ＪＲ武蔵小杉駅北口・東口 

参加者：62 名 

内 容：中原区社会環境健全化推進街頭キャンペーンに併せて、薬

物禁止の啓発物を配布した。 

○中原区夜間巡回活動の実施（川崎市） 

実施日：中原区内５地区ごとに月２回以上実施 

参加者：中原区青少年指導員連絡協議会 81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・

警備を行った。 

○高津区街頭パトロール活動の実施（川崎市） 

○宮前区青少年指導員によるパトロール活動の実施（川崎市） 

【宮前地区】 

実施日：７月 22日（土）、23日（日）、28日（金）、30日（日） 

【向丘地区】 
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実施日：７月８日（土）、19 日（水） 

○宮前区駅前街頭キャンペーンの実施（川崎市） 

主 催：社会を明るくする運動宮前区推進委員会 

実施日：７月 13日（木） 

場 所：東急鷺沼駅、東急宮前平駅 

参加者：59 名 

○ＰＴＡとの地域巡回パトロール活動情報交換会の開催（川崎市） 

 主 催：多摩区青少年指導員連絡協議会 

 開催日：７月１日（土） 

 内 容：地域パトロール活動及び地域の青少年を取り巻く現況（イ

ンターネット利用、飲酒・喫煙・薬物、深夜外出など）等

に関する情報交換を行った。 

○多摩区青少年指導員連絡協議会の区内小学校校外委員、地域ボラン

ティアとの情報交換会への参加（川崎市）  

○多摩地区小中学校による合同地域安全対策会議への参加（川崎市）

【再掲】 

○多摩区愛のパトロールの実施（川崎市） 

 主 催：多摩区青少年指導員連絡協議会 

実施日：強調月間内に適宜実施 

 内 容：多摩区青少年指導員が地区（班）ごとに繁華街等のパトロー

ル活動や、地域の盆踊り、お祭り会場の警備等を実施した。 

○多摩区青少年指導員だより「多摩ふれ愛」第４９号の発行（多摩区

青少年指導員連絡協議会）（川崎市） 

 内 容：多摩区青少年指導員活動の告知及び報告(７月末から配布) 

○麻生区社会を明るくする運動街頭啓発キャンペーンの実施（川崎市） 

実施日：７月８日（土） 

場 所：小田急新百合ヶ丘駅南口 

参加者：社会を明るくする運動麻生区推進委員会、田園調布学園大

学ＢＢ会等 

内 容：啓発物品配布による広報啓発を行った。 

○麻生区役所庁舎への懸垂幕掲出（７月３日～７月 31 日）（川崎市） 

○麻生警察署への看板の掲出（７月３日～７月 31 日）（川崎市） 

○巡回指導員による市内の巡回指導の実施（横須賀市）【再掲】 

○非行防止キャンペーンの実施（横須賀市） 

内 容：チラシ、ティッシュ等の配布 

【横須賀中央駅前】実施日：７月 ８日（土）参加者：49名 

【馬堀海岸駅前】 実施日：７月 15日（土）参加者：28名 

【追浜駅前】   実施日：７月 22日（土）参加者：62名 

【汐入駅前】   実施日：７月 22日（土）参加者：49名 

○「青少年の非行・被害防止」パネルの展示（横須賀市） 

期 間：７月 10 日（月）～14日（金） 

場 所：横須賀市役所展示コーナー 

○青少年健全育成推進街頭キャンペーンの実施（鎌倉市）【再掲】 

○愛のパトロールの実施（三浦市） 

 主 催：三浦市青少年問題協議会 

期 間：７月 21日（金）～８月 30日（水） 

内 容：三浦市青少年指導員等による地域毎のパトロールを行った。 

○祭礼パトロールの実施（三浦市） 

実施日：７月 16日（日） 

場 所：三崎下町地区 
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参加者：三浦市青少年指導員、三浦市職員 計６名 

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

掛けを行った。 

○生徒指導主任会の実施（相模原市） 

実施日：７月６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、神奈

川県警察、少年相談・保護センター、児童相談所、青少年

相談センター、学校教育課の職員等 計 50名 

内 容：関係諸機関からの情報提供・連絡報告・情報交換を行った。 

○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 

・「広報さがみはら」による広報 

・校内放送・店内放送等を利用した広報 

・街頭啓発キャンペーンの実施 

 実施日：７月３日（月） 

場 所：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 

参加者：保護司会、更正保護女性会、民生委員・児童委員、相模原

市職員等 

内 容：啓発チラシ及び啓発物品等の配布を行った。 

・横断幕・懸垂幕の掲出 

期 間：７月３日（月）～31日（月） 

場 所：市役所本庁舎、南区役所、緑区役所、城山総合事務所、津

久井総合事務所 

○「社会を明るくする運動」のパレードの実施（相模原市） 

主 催：ＳＣ相模原、相模原市社会を明るくする運動推進委員会、 

神奈川県社会を明るくする運動推進委員会 

実施日：７月９日(日) 13時～15時、15時 50分～16時 

場 所：相模原ギオンスタジアム  

内 容：啓発物品を配布するとともに、ＳＣ相模原ホームゲームの

ハーフタイムに、のぼり旗を持ってトラックを周回し、啓

発活動を行った 

○「社会を明るくする運動」の集いの開催（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 

開催日：７月 28日(金) 13時～15時 

場 所：アリオ橋本 グランドガーデン 

参加者：150 名 

内 容：市内の大規模商業施設内イベントスペースで、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、

キッズダンス、音楽ライブ、サイエンスショーなどを行っ

た。 

○市各地区及び祭礼の街頭指導活動の実施（相模原市） 

○市内一斉啓発・街頭指導の実施（厚木市）【再掲】 

○街頭指導の実施（厚木市）【再掲】 

〇街頭補導活動の実施（大和市） 

〇祭礼補導活動の実施（大和市） 

〇街頭補導活動の実施（海老名市） 

○教育研究会生徒指導部会の開催（座間市） 

○夏期特別パトロール及び学期末パトロールの実施（座間市） 
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主 催：座間市青少年補導員協議会 

実施日：７月８日（土）、13日（木）、20日（木）、22日（土）、 

23日（日）、31日（月） 

参加者：座間市青少年補導員、座間市職員 計 37名 

○相談窓口の広報誌掲載（座間市）【再掲】 

○街頭補導活動の実施（綾瀬市） 

○特設相談「子ども・若者安心相談」の実施（綾瀬市） 

実施日：７月９日（日） 

場 所：綾瀬市役所青少年相談室 

 内 容：面接・相談を行った。 

○第 25回綾瀬市ふれあい探検ウォークラリー大会の開催（綾瀬市） 

 主 催：綾瀬市 

 開催日：７月 22日（土） 

場 所：綾瀬市役所発着の４コース 

参加者：67 組 

○補導・啓発活動の実施（愛川町） 

主 催：学校警察連絡協議会 

実施日：７月 20日（木） 

場 所：愛川町内全域 

参加者：愛川町教育委員会、神奈川県警察、児童・生徒指導担当の

教員等 計 12名 

内 容：愛川町内のパトロール活動を行った。 

○愛のパトロールの実施（清川村） 

実施日：７月 30日（日） 22時～22時 30分 

場 所：道の駅「きよかわ」及び清川村運動公園周辺 

参加者：清川村青少年指導員４名、清川村職員２名 計６名 

○通常愛護指導の実施（平塚市） 

 主 催：平塚市 

 実施日：７月中 月～金曜日 16時～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、平塚市青少年相談室職員 計 42名 

 内 容：平塚駅周辺繁華街及び郊外を巡回し、問題行動や諸法違反

行為について声掛けを行った。 

○夜間特別愛護指導の実施（平塚市） 

 主 催：平塚市 

 実施日：７月 21日（金）、24日（月）、26日（水）、28日（金）、 

31日（月） 19時～21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、平塚市青少年相談室職員 計 30名 

内 容：平塚駅周辺繁華街及び郊外を巡回し、問題行動や諸法違反

行為について声掛けを行った。 

○大野中学校区強化愛護指導の実施（平塚市） 

 主 催：平塚市 

 実施日：７月 14日（金） 19時～21時 

 場 所：平塚市立大野中学校区 

 参加者：大野中学校校長、自治会、防犯協会、大野中学校区地域教

育力ネットワーク、主任児童委員、平塚市青少年補導員、

平塚市青少年相談室職員等 計 19名 

内 容：平塚市立大野中学校区を徒歩及び車で巡回し、問題行動や

諸法違反行為について声掛けを行った。 
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○七夕愛のパトロールの実施（平塚市） 

 主 催：平塚市 

 実施日：７月７日（金）～９日（日） 17時～21時 30分 

 場 所：平塚駅周辺繁華街 

 参加者：平塚市青少年補導員、平塚市青少年指導員、平塚警察署少

年補導員、平塚地区保護司会、平塚地区更生保護女性会、

平塚地区ＢＢＳ会、平塚市立小学校及び中学校、平塚市内

在所高等学校及び中等教育学校教諭 計 121 名  

内 容：平塚駅周辺繁華街で開催される七夕まつりの会場内を巡回

し、問題行動や諸法違反行為について声掛けを行った。 

○七夕クリーン大作戦の実施（平塚市） 

 主 催：平塚市 

 実施日：７月９日（日） ６時 30分～８時 30分 

 場 所：平塚駅周辺繁華街 

 参加者：ボーイスカウト平塚市連絡協議会、ガールスカウト平塚市

連絡会、平塚市学童保育指導員会、平塚市、ＮＰＯ法人の

関係者等 計 367名 

 内 容：七夕まつり最終日にボランティアを募り清掃活動を行った。 

○バウンドテニス教室の開催（平塚市） 

 主 催：平塚市 

 開催日：７月８日（土）、15 日（土） 

 場 所：平塚市青少年会館 

 参加者：市内在住の小学生 計 16名 

 内 容：バウンドテニスの基本的なルールと技術の習得を通して子

どもたちの仲間作りと情操教育を行った。 

○親子陶芸教室の開催（平塚市） 

 主 催：平塚市 

 開催日：７月 15日（土）、29日（土） 

 場 所：平塚市青少年会館 

参加者：市内在住の小学生の親子 計 118名 

 内 容：陶芸の成形や絵付けを親子で行い、子どもたちの仲間作り

と情操教育を行った。 

○親子いけばな教室の開催（平塚市） 

 主 催：平塚市 

 開催日：７月 28日（金） 

 場 所：平塚市青少年会館 

参加者：市内在住の小学生の親子 計 17名 

 内 容：親子で季節のお花を生ける体験を通して、子どもたちの仲

間作りと情操教育を行った。 

○非行防止街頭キャンペーンの実施（神奈川県、藤沢市）【再掲】 

○青少年にとってのよい環境を考えるつどいの開催（藤沢市）【再掲】 

○青少年夏期特別街頭指導パトロールの実施（藤沢市）【再掲】 

○街頭指導の実施（藤沢市）【再掲】 

○広報誌（紙）による広報（藤沢市）【再掲】 

○青少年指導員ポスター展の開催（茅ヶ崎市）【再掲】 

○広報誌（紙）による広報（秦野市）【再掲】 

○横断幕の掲出（秦野市）【再掲】 

○街頭指導活動の実施（秦野市）【再掲】 

○街頭キャンペーンの実施（秦野市） 

【小田急線秦野市内４駅】実施日：７月 ３日（月）参加者：18名 
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【秦野市内大型店】   実施日：７月 12日（水）参加者：２名 

○街頭指導活動の実施（伊勢原市）【再掲】 

○青少年相談室補導員研修会の実施（伊勢原市）【再掲】 

○青少年愛護パトロールの実施（寒川町） 

主 催：寒川町、寒川町青少年指導員連絡協議会 

実施日・参加者：７月 20日（木）・11名 

７月 27日（木）・２名 

内 容：青少年の夜間の蝟集、飲酒、喫煙などの抑止対策として、

青少年指導員による寒川町内全域にわたるパトロールを行

った。 

○街頭補導活動の実施（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 

実施日：７月 12日（水） 

参加者：小田原市青少年育成推進員、小田原市青少年専任補導員、

小田原市職員 計 19名 

場 所：白鷗中学校区、橘中学校区 

内 容：夜間パトロールを実施した。 

○街頭補導活動の実施（南足柄市） 

実施日：７月３日（月）、10日（月）、24日（月） 

参加者：南足柄市、南足柄市青少年健全育成推進員、神奈川県警察

の職員等 延べ 33名 

○青少年育成センター職員による市内巡回広報パトロールの実施（南

足柄市） 

○福沢地区青少年健全育成会広報パトロールの実施（南足柄市） 

実施日：７月 15日（土） 

○向田小学校区青少年健全育成会広報パトロールの実施（南足柄市） 

実施日：７月 20日（木） 

○青少年指導員夜間パトロールの実施（中井町） 

実施日：７月 24日（月） 19時～20時 

場 所：中井町内 

内 容：青少年指導員が青少年の非行防止に係る放送を流しなが

ら、町内の巡回を行った。 

○社会を明るくする運動の実施（大井町） 

○「あいさつ+ONE早朝街頭運動」の実施（大井町） 

実施日：７月５日（水） 

 場 所：町内 20箇所 

 参加者：約 230名 

○社会を明るくする運動の実施（山北町） 

主 催：足柄上地区保護司会山北支部 

実施日：６月 24日(土) 

○吉田神社祭礼パトロールの実施（開成町） 

主 催：開成町青少年指導員連絡協議会 

 実施日：７月 23日（日） 21時～22時 

参加者：青少年指導員、中学校ＰＴＡ、中学校教員、警察補導員、

中学校おやじの会、開成町教育委員会の職員等 35名 

○夏季パトロールの実施（開成町） 

 主 催：開成町青少年指導員連絡協議会 

 実施日：８月 12日（土）、20日（日）、27日（日） 21時～22時 

○青少年愛護パトロールの実施（真鶴町） 

実施日：７月 25日（火）参加者：４名 
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８月 １日（火）参加者：２名 

８月 ３日（木）参加者：２名 

８月 ８日（火）参加者：３名 

８月 10日（木）参加者：２名 

８月 15日（火）参加者：２名 

○貴船祭り夜間パトロールの実施（真鶴町） 

実施日：７月 27日（木） 

参加者：９名 

６再非行（犯

罪）の防止 

 

○内閣府作成ポスターの掲示（神奈川県、全市町村）【再掲】 

○「社会を明るくする運動」の広報・啓発活動の実施（神奈川県警察） 

期 間：７月中 

場 所：県内５箇所 

参加者：神奈川県警察職員、少年補導員、保護司、社会を明るくす

る運動委員、中高生、教員等 

内 容：駅やショッピングモール等において、通行人等に対してリ

ーフレット等を配布し、「社会を明るくする運動」の広報

啓発活動を行った。 

○社会を明るくする運動の実施（横浜市） 

実施日：７月２日（日）ほか 

場 所：横浜市鶴見区ほか 

○犯罪被害者等支援相談の実施（川崎市）【再掲】 

○生徒指導主任会の実施（相模原市）【再掲】 

○市内一斉啓発・街頭指導の実施（厚木市）【再掲】 

○街頭指導の実施（厚木市）【再掲】 

〇社会を明るくする運動の実施（海老名市） 

〇社会を明るくする運動の実施（座間市） 

○相談窓口の広報誌掲載（座間市）【再掲】 

〇社会を明るくする運動の実施（綾瀬市） 

○社会を明るくする運動の実施（愛川町） 

主 催：保護司会  

開催日：７月２日（日） 

場 所：町内３か所のスーパー店頭 

参加者：保護司と更生保護女性会を中心とした「社会を明るくする

運動推進委員」40名 

内 容：啓発チラシなどを買い物客に配布した。 

○ポスターの掲出（平塚市） 

 場 所：平塚市役所、公民館、図書館、博物館、青少年会館、 

平塚市内小・中・高校・中等教育学校、ＪＲ平塚駅 

 内 容：第 67 回社会を明るくする運動ポスターを掲示して啓発を

行った。 

○「広報ひらつか」７月第１金曜日号（№1082）による広報（平塚市） 

 内 容：社会を明るくする運動の広報記事を掲載した。 

○街頭啓発キャンペーンの実施（平塚市）【再掲】 

○湘南ベルマーレの試合会場における「社会を明るくする運動」啓発

活動の実施（平塚市）【再掲】 

○社会を明るくする運動地区行事の実施（平塚市） 

【豊田地区】 

 実施日：７月 20日（木） 

 場 所：豊田公民館及び公民館前広場 
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 参加者：豊田地区社協、豊田教育力ネット文化委員会、豊田公民

館、交通安全協会豊田支部の職員等 計 150 名 

 内 容：夏休みわくわく子ども映画大会を開催し、子ども向け交通

安全の映画１本、子ども向けの映画２本を上映した。 

【大神地区】 

 実施日：７月 22日（土） 

 場 所：大神公民館 

 参加者：大神地区社会福祉協議会、大神地区民生委員児童委員協議

会、相模地区青少年指導員連絡協議会、平塚市立相模小学

校ＰＴＡ、神田中学生徒ボランティアの関係者等計 200 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）を行った。 

【中原地区】 

 実施日：７月 28日（金） 

 参加者：中原地区民生委員児童委員協議会、中原・大原地区青少年

指導員連絡協議会、平塚市立中原小学校ＰＴＡ、平塚市立

大原小学校ＰＴＡの関係者等 計 70名 

内 容：薬物乱用防止の講話を行った。 

○社会を明るくする運動の実施（藤沢市） 

主 催：藤沢地区「社会を明るくする運動」推進委員会 

実施日：７月１日(土) 

場 所：藤沢駅北口サンパール広場 

参加者：藤沢地区保護司会、藤沢市更生保護女性会、藤沢市青少年

育成協議会、藤沢ＢＢＳ会の職員等 

内 容：啓発リーフレット・グッズの配布、県立藤沢総合高等学校

吹奏楽部による演奏等を行った。 

○茅ヶ崎・寒川犯罪ゼロ推進会議街頭キャンペーンの実施（茅ヶ崎

市） 

実施日：７月５日（水） 

○社会を明るくする運動の実施（茅ヶ崎市） 

実施日：７月７日（金） 

○青少年指導員ポスター展の開催（茅ヶ崎市）【再掲】 

○横断幕の掲出（秦野市）【再掲】 

○街頭キャンペーンの実施（秦野市）【再掲】 

○駅前啓発キャンペーンの実施（伊勢原市）【再掲】 

○社会を明るくする運動の実施（寒川町） 

主 催：茅ヶ崎地区保護司会 

実施日：７月７日（金） 

場 所：寒川駅前公園 

参加者：66 名 

内 容：リーフレットとウェットティッシュを配布した。 

〇社会を明るくする運動の実施（大磯町） 

 実施日：７月３日（月）、29日（土）、８月５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、神奈川県警察、大磯町、大磯町立学校Ｐ

ＴＡ連絡協議会、民生委員・児童委員協議会の職員等 

 内 容：街頭啓発活動、講演会を行った。 

テーマ：「誰もがイキイキ輝くために～生きる力を身に付けよう！～」 

講 師：ＮＰＯ法人日本キャリア・カウンセリング研究会 

 家族事業部担当理事 宮川 美恵子氏 
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○第 67回小田原市社会を明るくする運動街頭宣伝活動の実施（小田

原市） 

実施日：７月１日（土）、２日（日） 

場 所：小田原駅、栢山駅、富水駅、蛍田駅、ダイナシティ、フレ

スポ小田原シティーモール 、ヨークマート酒匂店 

参加者：青少年育成推進員、青少年環境浄化推進員、青少年健全育

成連絡協議会の職員等 計 60名 

○青少年夏季巡回パトロールの実施（大井町） 

【1日目】 

実施日：７月 23日（日） 

 場 所：大井町内 

 参加者：青少年指導員５名、学校関係者２名、ＰＴＡ３名、少年補

導員１名、大井町職員３名 

【2日目】 

 実施日：７月 28日（金） 

 場 所：大井町内 

 参加者：青少年指導員２名、学校関係者２名、ＰＴＡ２名、大井町職

員２名 

○社会を明るくする運動の実施（大井町）【再掲】 

○「あいさつ+ONE早朝街頭運動」の実施（大井町）【再掲】 

○社会を明るくする運動の実施（山北町）【再掲】 

○青少年問題を考える集会の開催（開成町） 

主 催：開成町社会を明るくする運動推進委員会 

共 催：開成町青少年問題協議会 

開催日：７月 27日（木） 14時～15時 30分 

場 所：開成町民センター 

出席者：学校関係者、自治会関係者、民生委員、町更生保護女性

会、町保護司会等 61名 

内 容：講演会 

テーマ：「津久井やまゆり園事件を受けて～障がい者が共に生きる

社会を考える～」 

講 師：河辺 邦夫氏 

７いじめ・暴

力行為等の問

題行動への対

応 

○内閣府作成ポスターの掲示（神奈川県、全市町村）【再掲】 

○社会環境健全化推進街頭キャンペーンの実施（神奈川県）【再掲】 

○青少年の健全育成を進める県民大会の開催（神奈川県） 

 主 催：かながわ青少年社会環境健全化推進会議、神奈川県子ど

も・青少年みらい本部、小田原市 

 開催日：７月８日（土） 

 場 所：小田原市生涯学習センターけやき 

 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 350 名） 

 内 容：オープニングセレモニー、基調講演、パネルディスカッシ

ョンを行った。 

 テーマ：「社会全体で青少年をはぐくむ環境づくり～今、大人がで

きること～」 

 講 師：ＮＰＯ法人子どもと生活文化協会顧問 

小田原市教育委員会委員長 和田 重宏氏 

○非行防止教室の開催（神奈川県警察）【再掲】 

○サイバー教室の開催（神奈川県警察）【再掲】 

○犯罪被害者等支援相談の実施（川崎市）【再掲】 
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○青少年教育カウンセラーによる相談支援を実施（相模原市） 

○スクールソーシャルワーカーと学校・関係機関との連携（相模原

市） 

○ヤングテレホン相談の実施（メール相談含む）（相模原市） 

〇教育支援センター（相談電話等）リーフレットの配布（海老名市） 

○要保護児童対策協議会の開催（座間市） 

○相談窓口の広報誌掲載（座間市）【再掲】 

○相談窓口の周知（綾瀬市） 

○青少年相談の実施（平塚市） 

 実施日：７月の月～土曜日 10時～18時 30分 

 内 容：青少年に関する心配・不安・悩み等の相談を電話及び来室

で受けた。 

○ヤングテレホン相談の実施（平塚市） 

 実施日：７月の月～土曜日 10時～18時 30分 

 内 容：青少年本人からの様々な悩みの相談を電話及びメールで受

けた。 

○いじめ問題対策協議会の開催（平塚市） 

 開催日：７月 12日（水） 

内 容：平塚市教育委員会が主催となり、各相談機関と連携を図り

いじめ対策を行った。 

○第一回平塚地区生徒指導連絡協議会の開催（平塚市） 

 主 催：神奈川県教育委員会 

 開催日：７月７日（金） 

 内 容：高校生の問題行動や指導措置についてなどの意見交換を行

った。 

○横断幕の掲出（秦野市）【再掲】 

〇ファミリー教室の開催（大磯町） 

 開催日：７月６日（木）、７月 13日（木） 

 内 容：講演会 

テーマ：「思春期の子とのコミュニケーション術」 

講 師：思春期専門カウンセラー 

 一般社団法人不登校をなくす会代表理事 大塚 隆司氏 

○相談窓口の広報（南足柄市） 

○社会を明るくする運動の実施（山北町）【再掲】 

○青少年問題協議会の開催（開成町） 

開催日：７月 10日（月） 14時～15時 15分 

場 所：開成町民センター 

出席者 開成町長、開成町議会議員、開成町教育委員会職員、開成

町職員、学識経験者等 10名 

内 容：青少年を取り巻く現状と今日的課題としていじめが発生し

た場合の開成町の対応についての情報交換等を行い、関係

機関との連携強化を確認した。 

○広報チラシの配布（湯河原町） 

 配布先：湯河原町内中学生及び自治会 

 内 容：青少年相談室についての広報を行った。 

 


