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令和元年度「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 都民安全推進本部総合推進部 

若年支援課 

最重点・重点課題 取組内容 備考 

最重点課題 

インターネット

利用に係る子供

の性被害の防止 

（千代田区） 

○サイバーパトロール等の取組 

区内各警察署がサイバーパトロール活動を強化し、福祉犯被害の防止に努

めている。また、区内の青少年対策地区委員会に出席してインターネットの

適切な利用に関する啓発を行っている。 

 

（港区） 

○広報誌（紙）による広報（6月 11 日号、7月 1日号） 

○セーフティ教室の実施 

（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。） 

 

（新宿区） 

○新宿区夏季集中研修会「情報モラル研修」の実施 

開催日: ７月 25 日（木） 

出席者: 区立小・中・特別支援学校教員 

内 容: 自覚と自律を促す情報モラル教育 

   （東洋英和女学院大学 酒井 郷平 助教） 

〇セーフティ教室の実施 

〇情報モラル教室の実施 

内容：子どもが安全に関する情報及び情報モラルについての正しい知識を

学ぶことで、適切な判断を行い、自らの安全のための行動に結びつけるよう

にする。 

 

（文京区） 

〇啓発講座実施 

開催日: 7 月 28 日 場所: 文京区男女平等センター 

講座名:中高生のための未来ワークショップ（第 1回） 

出席者:中学生、高校生 

内 容: ワークショップ形式講座 

（テーマ：「メディアからの情報、わかったつもりになってない？」SNS

でのコミュニケーションについて等） 

○展示会実施 

開催日: 7 月 30 日、31日 場所:文京シビックセンター 

展示会名: カラーリボンフェスタ 

内 容: 様々な色のアウェアネスリボンに関する展示（パープルリボンの

紹介ブースで、DV 防止啓発に関するパネル展示、リーフレット配布、チ

ャリティ物販を実施。） 

 

（墨田区） 

〇「いきいき～すみだのきょういく～」広報誌への掲載 

〇「墨田区のお知らせ すみだ」への掲載 

 

（江東区） 

【青少年対策亀戸地区委員会】 

○青少年非行化防止ミニ集会にて「インターネットと人権」というビデオを

上映し、グループ討議を行った。 
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（大田区） 

○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 

・時期、場所、対象学年は、各学校による。 

○全小・中学校においてセーフティ教室を実施 

・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 

 

（荒川区） 

○ポスターの掲示 

 

（板橋区） 

○板橋区版「スマートフォン・携帯電話を使うためのルール」リーフレッ

トの内容を見直し、１８歳未満の青少年に対して裸等の画像を要求すること

を禁じた都の条例の内容を盛り込んだ。また、インターネット上での出会い

について注意喚起する項目も加えた上で、５月に区内（私立・公立）小学校

(小学４年～小学６年生)、中学校全生徒にリーフレットを配布。学校及び家

庭内でスマートフォン・携帯電話の理由についてルール作りを奨励した。 

 

（練馬区） 

○情報モラル教室の実施（小：８校 中：３校 内容：性被害につながるよ

うな画像を投稿しない。顔写真等を登校しない。等ＳＮＳの利用についての

指導） 

○セーフティ教室によるインターネット利用に係る子供の性被害防止の指

導の指導（北町中：１校 警察に講師を依頼し、情報モラル教育の一環とし

て実施した。） 

 

（江戸川区） 

○「SNS 東京ルール」の取組推進 

○セーフティ教室※全校実施 

○親子情報モラル教室※全校実施 

○若手教員育成研修 

○生活指導主任研修 

○長期休業中の生活指導についての通知 

○江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会 

 

（八王子市） 

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。 

また、八王子市青少年健全育成基本方針令和元年度重点目標リーフレット

において行動指針の 1 つに「考えよう 家族みんなで スマホのルール」を

掲げ、子どもたちが加害者にも被害者にもならないように家庭でのルールづ

くりを呼びかけている。リーフレットは市内小中学校、私立中学高等学校、

各施設へ配付している。 

 

（立川市） 

○青少年問題協議会の実施（関係機関の情報交換の場で、会員である警察や

少年センター、小・中学校長、高校校長から最近の青少年のＳＮＳでの自画

撮り被害等の状況報告があり、被害防止にあたり会員間で情報共有した）。 

 

（三鷹市） 
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○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) 

 

（青梅市） 

○広報誌等による広報 

 広報おうめおよび青梅市ＨＰへの記事掲載 

○チラシ等の配付および啓発 

・夏休みのしおり 

  配付先：中学生 

内容：夏休みの生活注意事項等 

○非行・被害防止啓発チラシの作成および配布（4,800枚印刷） 

・配付先：第二支会管内全自治体加入世帯、社会を明るくする運動講演会参加

者、来館者 

 

（府中市） 

○ 街頭広報活動（青少年対策地区委員会委託事業） 

インターネットの適切な利用を啓発するクリアファイルやチラシを配布 

○ 懇談会（青少年対策地区委員会委託事業） 

インターネット利用時における注意点等について、青少年対策地区委員会

委員及び中学生の保護者、教師等が懇談（全１１地区のうち３地区実施） 

 

（町田市） 

児童館での啓発ポスターの掲示 

 

（東村山市） 

・横断幕の掲出（東村山市） 

・「青少年の非行・被害防止全国強調月間」であることの市報への掲載

（東村山市） 

 

（国分寺市） 

東京都の令和元年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発ポスタ

ーを，強調月間の７月，市のさまざまな施設に掲示。 

 

（福生市） 

○小・中学校の代表児童、生徒による「SNS ふっさっ子ルール」の策定（教

育指導課） 

 ・平成 29 年１月に「未来を拓くふっさっ子学習発表会」にて、学校ルー

ルを持ち寄り、共通のワードをもとに子どもたちが考案した。 

 

（東大和市） 

市広報に掲載 

ＰＲ用ポスターの掲示 

 

（清瀬市） 

○セーフティ教室「若者の悪徳商法被害防止」の実施 

○学校ＨＰ及び学校たよりによるによる広報 

○清瀬市教育委員会通知をもとに夏季休業前生活指導主任講話及び学級指導 

○東京都青少年治安対策本部青少年課発行リーフレットの配布 

○学校作成ＳＮＳルールを活用した指導の実施 

○情報モラル教室の開催 

 

（武蔵村山市） 
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○広報誌（市報）及び市ホームページによる強調月間の広報 

  市報及び市ホームページに青少年の非行・被害防止全国強調月間に関す

る情報を掲載するとともに、関連情報として内閣府のホームページの強調月

間に係る記事へリンクを作成し、月間の広報を行った。 

 

（稲城市） 

○セーフティ教室の実施（稲城市小・中学校） 

（情報機器の使い方や利用マナーについて） 

○「ＳＮＳ学校ルール」に基づいたＳＮＳの利用についての指導及び「Ｓ

ＮＳ家庭ルール」作成への啓発（稲城市小・中学校） 

 

（警視庁） 

○ ＮＴＴドコモ、ＬＩＮＥ、トレンドマイクロとの協働による「～み 

んなで学ぶ～ＴＯＫＹＯネット教室」の実施。（事業者からインターネ

ットのしくみや利用上の留意点、陥りやすいトラブル等についての講

話を行い、警察署担当者が、少年のサイバー犯罪の検挙例や実際の福

祉犯罪被害例、相談事案例等の講話） 

 

（東京都） 

○ネット利用適正化及び性被害等防止対策講座の開催（東京都） 

児童・生徒や保護者等を対象とし、ネット利用に起因する「自画撮り被害」

などの被害に遭わないようにするための防止策等を伝える講座を開催した。 

○SNS や広報印刷物等でのインターネット利用に係る犯罪被害等の防止啓発

（東京都） 

自画撮り被害防止やフィルタリングの利用促進、インターネットトラブルに

係る相談窓口の紹介等。 

 

重点課題１ 

有害環境への適

切な対応 

 

（千代田区） 

○有害図書・ソフトの区分陳列の状況の調査 

東京都の条例による不健全図書の規制が守られているか調査する役割を担う

東京都青少年健全育成協力員に、千代田区の青少年対策地区委員が協力 
 
（港区） 
○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） 
○通学路点検 
○安全安心メール 
○広報誌（紙）による広報（6 月 11 日号、7 月 1 日号【再掲】 
 

（新宿区） 

○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) 

○有害環境浄化活動 

 7 月 23 日(火)歌舞伎町にて浄化活動実施 
 
（台東区） 
〇各保護司・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 
 
（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】 
〇各地区青少年育成委員会における環境浄化活動（夏季期間実施） 
〇「墨田区のお知らせ すみだ」への掲載【再掲】 
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（品川区） 
○地域環境実態調査（品川区青少年対策地区委員会連合会） 
 
（大田区） 
○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 

【再掲】 

・時期、場所、対象学年は、各学校による。 

○東京都青少年健全育成協力員を決定し、担当地区割り当てを依頼 

 

（世田谷区） 

・シモキタクリーン作戦パレードへの参加 
 

（杉並区） 

有害図書パトロール(堀ノ内松ノ木梅里大宮・阿佐谷・下井草・成田) 
環境浄化パトロール（高円寺北） 

 

（荒川区） 

○街頭夜間パトロール（青少年育成南千住地区委員会） 

○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） 

○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） 

○環境浄化活動（青少年育成尾久地区委員会） 

 

（練馬区） 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査 

○健全育成への協力店加入要請活動 
 

（江戸川区） 

○セーフティ教室【再掲】 

○長期休業中の生活指導についての通知【再掲】 

○江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会【再掲】 
○夏休み期間における防災無線利用による帰宅を促す放送 
 
（八王子市） 

○青少年育成環境一斉クリーン活動 

実施基準日：令和元年 6月 23日（日）（6月から 7月にかけて実施） 

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・ソフトの区分陳列やインターネットカフェ等の調査は、八王子

市青少年育成指導員が 11月に実施する。 
 
（立川市） 

○有害図書等の実態調査の実施 
 
（三鷹市） 
○有害図書・DVD 等の回収（三鷹市） 
 
（青梅市） 

○広報誌等による広報 

 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 

市内 75 事業所（7月 19 日付け通知） 
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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 3、ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ店 1、コンビニエンスストア 56 

○非行・被害防止啓発チラシの作成および配布（4,800枚印刷）【再掲】 

・配付先：第二支会管内全自治体加入世帯、社会を明るくする運動講演会参

加者、来館者 

 
（府中市） 

○ 青少年健全育成協力店の現況調査及び新規加入依頼（青少年対策地区委

員会委託事業） 

○ 地域パトロール（青少年対策地区委員会委託事業） 
 
（調布市） 
・有害環境調査（実施期間：７月１日～８月３１日） 
 調布市健全育成推進地区委員会による調査 
 ※現在，調査実施中 
・非行防止街頭パトロール（７月２９日実施） 
 調布市青少年補導連絡会委員によるパトロール活動を実施。 

調布駅周辺のカラオケ，ゲームセンター，インターネットカフェ等を巡回

した。 
 
（東村山市） 
・有害図書、ビデオ等自動販売機実態調査（東村山市） 
 
（国分寺市） 

【再掲】東京都の令和元年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発

ポスターを，強調月間の７月，市のさまざまな施設に掲示。 
 
（福生市） 

○パトロールの実施（町会・自治会、福生警察署） 

○環境浄化運動及び不健全図書チェックパトロール（青少年育成地区委員

会） 

 ・市内のコンビニエンスストア、書店、ビデオ店等の立入調査 
 
（東大和市）【再掲】 

市広報に掲載 
ＰＲ用ポスターの掲示 
 
（清瀬市） 

○セーフティ教室「若者の悪徳商法被害防止」の実施 

○学校ＨＰ及び学校たよりによるによる広報 

○清瀬市教育委員会通知をもとに夏季休業前生活指導主任講話及び学級指導 

○東京都青少年治安対策本部青少年課発行リーフレットの配布 

○学校作成ＳＮＳルールを活用した指導の実施 

○情報モラル教室の開催 

 

（東久留米市） 
〇書店、コンビニ等における有害図書・ソフト・DVD 等の区分、配置、調

査及び点検（東中学校地区青少年健全育成協議会・西中学校地区青少年健

全育成協議会及び南中学校地区青少年健全育成協議会、中央中学校地区青

少年健全育成協議会） 
〇２４時間営業複合店舗（ｶﾗｵｹ・ﾏﾝｶﾞ喫茶・ﾈｯﾄｶﾌｪ）視察(田無警察署に同

行)・東久留米市西中学校地区青少年健全育成協議会 
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（武蔵村山市） 

○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 

 

（警視庁） 

○ 各種被害防止教室の実施 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策の

推進 

 

（千代田区） 

○学校における薬物乱用防止教育の充実 

警察署等の支援による覚せい剤等、薬物乱用防止に関する児童・生徒向け教

室を開催。この他に、区保健所では、「薬物乱用防止ポスター・標語事業

（東京都主催）」の区内中学校での作品募集や、薬物乱用防止リーフレット

等の作成配布を通じて、薬物乱用防止の周知・啓発活動を行っている。 

 

（港区） 

○広報誌（紙）による広報（1 月 21 日号、6 月 11 日号、7 月 1 日号）【再

掲含む】  

○薬物乱用防止教室の実施 

（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。） 

○地域祭り出店による啓発活動（7/20 三田納涼カーニバル、7/25・26 新橋

こいちまつり、9/27 東麻布かかしまつり、10/12・13 区民まつり） 

○薬物乱用防止教室の実施 

（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。） 

 

（新宿区） 

〇薬物乱用防止教室 

 

（文京区） 

○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(令和元年７

月１９日） 

 

（台東区） 

○‶社会を明るくする運動″街頭キャンペーンの実施 

 開催日：５月～１０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、谷中まつり、 

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  

○薬物乱用防止街頭キャンペーンの実施 

 開催日：7月 1日   場所：ＪＲ上野駅頭 

出席者：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 

 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 

 開催日：7月 20 日   場所：うえの夏まつりパレード  

出席者：区職員、保護司、更生保護女性会会員、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 

○台東区役所での懸垂幕の掲示 
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○台東保健所におけるパネル展示 

 

（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】 

〇「墨田区のお知らせ すみだ」への掲載【再掲】 

 

（江東区） 

【青少年対策白河地区委員会】 
○夜間環境実態調査 

開催日：７月１９日（金） 
 場 所：江東区白河地区管内 
出席者：地区委員１８人、深川警察署員４人 

 内 容：パトロール、声かけ 
【青少年対策東陽地区委員会】 
○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 

【青少年対策砂町・南砂地区委員会】 
○環境浄化推進会 
 開催日：７月２日（火） 
場 所：南砂出張所４階ホール 

 出席者：砂町連合町会長、江東区保護司会会長、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、江

東区社会福 
祉協議会事務局長、城東警察署生活安全課、江東区青少年課長、

環境浄化推 
進委員、青少年対策砂町・南砂地区委員会委員（合計約１４０

名） 
 内 容：講演会、各学校区域内パトロール案内、令和元年度砂町地区夏季

対策重点目 
標読み上げ 

○環境浄化一斉パトロール 
 開催日：７月１９日（金） 

場 所：第三砂町小学校 
 出席者：砂町連合町会長、城東警察署生活安全課、環境浄化推進委員、城

東母の会、 
     青少年対策砂町・南砂地区委員会（合計約２００人） 
 内 容：各学校区域内パトロール出陣式 

【青少年対策小松橋地区委員会】 

○青少年非行化防止講演会 

開催日：７月５日（金） 

場 所：小松橋区民館 

出席者：町会、保護司、民生・児童委員、ＰＴＡ、青少年対策地区委員、

他 

内 容：講演 麻薬取締の現場から見た薬物乱用（講師：厚生労働省麻薬

取締官） 

【青少年対策大島地区委員会】 

○児童虐待防止講演会・薬物乱用防止ビデオ上映会 
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開催日：７月９日（火） 
場 所：江東区総合区民センター 

出席者：ＰＴＡ、民生・児童委員、保護司、町会・自治会、地区委員等 

（合計２００人） 

内 容：ビデオ上映『薬物乱用から自分を守る』、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」 

 

（目黒区） 

〇薬物乱用防止教室（第八中学校、薬物乱用防止に関する講演と質疑応答） 

〇非行防止教室（目黒学院高等学校、薬物乱用） 

 

（大田区） 

○薬物乱用防止教室の実施 小学校８校、中学校１１校 

○薬物乱用防止標語・ポスターの募集 

 

（杉並区） 

薬物乱用防止街頭キャンペーン（成田） 

 

（北区） 

○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） 

 開催日：７月６日 

 会場：田端駅頭 

 配布数：１０００枚 

 

（練馬区） 

〇令和元年７月６日（土）、社会を明るくする運動フェスティバルに、薬物

乱用防止推進練馬区地区協議会が参加した。 

ティッシュ、パンフレット等の啓発物品の配布、危険ドラッグパネル、薬物

標本の展示等を行った。 

 

（江戸川区） 

○薬物乱用防止教室（江戸川区） 

○セーフティ教室（江戸川区）【再掲】 

○共育プラザ南小岩の館まつりにて、薬物乱用防止普及啓発のパネル掲示、

ティッシュ配布（江戸川区） 

 

（八王子市） 

【再掲】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。 

※8 月に八王子少年センター、保護司会など更生保護関係団体と街頭パトロ

ールを実施予定。 

 

（立川市） 

○薬物乱用ダメゼッタイフェア関係課会議の実施 

 

（三鷹市） 

○薬物乱用防止ポスター（庁内掲示）による啓発（三鷹市） 

 

（青梅市） 

○広報誌による広報 
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 広報おうめへの記事掲載 

 内容：ポスター、標語の募集 

○ポスターによる掲示 

 ・「不正大麻・けし撲滅運動」 

  期間：４月１日～７月３１日 

  掲示場所：青梅市健康センター 

 ・「薬物乱用防止ポスターの応募」 

  期間：７月１５日～９月１０日 

  掲示場所：青梅市健康センター 

 

（調布市） 

・社会を明るくする運動 駅頭広報活動（７月２日実施） 

 京王線各駅頭にて，啓発グッズを配布し，社会を明るくする運動，青少年

の非行・被害防止全国強調月間，東京都薬物乱用防止推進調布地区協議会の

啓発活動を合同で実施した。 

・調布市青少年補導連絡会における講演会（７月１１日実施） 

 薬物乱用防止をテーマとした講演会を実施した。 

 

（小平市） 

○市報こだいら７月２０日号 

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 

 

（日野市） 

○各中学校で「薬物乱用防止ポスター・標語」募集ポスターを掲示し、優秀

作品を朝礼で表彰して校内に掲示。 

○薬物乱用防止啓発ポスターを掲示。 

 

（国分寺市） 

【再掲】東京都の令和元年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発

ポスターを，強調月間の７月，市のさまざまな施設に掲示。 
 

（福生市） 

○保健学習や保健指導として、全小・中学校で年１回の薬物乱用防止教室の

実施（教育指導課） 

 

（東大和市）【再掲】 

市広報に掲載 
ＰＲ用ポスターの掲示 
 

（清瀬市） 

○セーフティ教室「薬物乱用防止教室」の実施 

○社会を明るくする運動「ひまわりコンサート」にて薬物乱用防止の啓発運

動実施  

○薬物乱用防止対策チラシ等の街頭配布 

 

（武蔵村山市） 

○薬物乱用防止キャンペーンについて、広報誌等によるＰＲを実施 

 

（稲城市） 

〇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 
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 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 21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、

DVD 視聴コーナー 

③保健センター  

 啓発リーフレット配布、ポスター掲示 

○薬物乱用防止教室の実施（稲城市小・中学校） 

 

（警視庁） 

○ 薬物乱用防止教室の実施 

 

（東京都） 

【「ダメ。ゼッタイ。」普及運動】（6/20～7/19） 

○「6・26 国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い 

 開催日: 6 月 23 日（日）  

場 所: 東京ドームシティ ラクーアガーデンステージ １階イベント広場 

       （文京区）  

式 典: 東京都福祉保健局長、文京区長、警視庁富坂警察署長、 

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文京地区協議会会長、 

ライオンズクラブ国際協会 330-A 地区薬物乱用防止委員会委員長  

内 容: 式典、警察犬(薬物捜索犬)デモンストレーション、お笑いタレン

トトークライブ・ステージショー、6・26 薬物乱用撲滅宣言、薬

物乱用防止等企画展示（都民安全推進本部作成の「大麻は違法、

大麻は有害」のポスターを掲示）、着ぐるみによる啓発活動、

「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金、体験型アトラクション 

※ 以下、実施期間が 7月にかかるもののみ 

○インターネット動画広告（7/5～7/31） 

 Yahoo!JAPAN ターゲティングインストリーム 

○デジタルサイネージへの動画等の掲出（7/1～7/4） 

DHC Channel 

 

重点課題３ 

不良行為及び初

発型非行（犯

罪）等の防止 

（千代田区） 

○学校における非行防止教室の開催などの取組 

セーフティ教室を開催し、警視庁職員をはじめとする専門家の指導で、児

童・生徒が非行防止・犯罪被害防止の具体的方法を学んでいる。 

○体験活動を推進 

千代田区青少年委員が小学校２年生～６年生を対象に、自然体験事業（ひが

た探検隊）を年４回シリーズで実施しており、７月１５日に第２回を開催。 

○地域における青少年の「居場所」づくりを推進 

区内の児童館に中高生の専用時間帯（中高生タイム）を設けている。地域の

指導者や、年長児童と比較的年齢が近い大学生等の協力を得て実施すること

により、中高生等の健全育成の一助としている。 

 

（港区） 

○第 69 回“社会を明るくする運動”第 33 回みなと区民の集いの開催 

 開催日: 7 月 13 日 場所:高輪区民センター 

出席者: 区長、教育長等 

内 容: 式典、港区立中学校生徒によるパフォーマンス、親子で楽しむク
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ラシックコンサート等 

○第 69 回“社会を明るくする運動”第 16 回青少年健全育成大会 in 六本木

の開催 

 開催日：7月 6日 場所：六本木ヒルズアリーナ 

 出席者：区長、教育長等 

 内 容：式典、港区小・中学校の児童・生徒による演奏や演技、パレード

（六本木ヒルズ～一の橋入口）等 

○第 69 回“社会を明るくする運動”街頭広報活動の実施 

 実施日：7月 1日 

場 所：品川駅、新橋駅、田町駅 ※赤坂見附駅、表参道駅は雨のため中

止 

○第 69 回“社会を明るくする運動”赤坂青山地区第 37回パレード 

 開催日：7月 14 日 

 出席者：区長、教育長等 

 内 容：式典、赤坂青山地域の港区立小・中学校等の児童・生徒による演

奏や演技  ※パレード（青山一丁目～表参道）は雨のため中止 

○広報誌（紙）による広報（6月 11 日号） 

 

（新宿区） 

○各地区青少年育成委員会による祭礼パトロール 

 

（台東区） 

○‶社会を明るくする運動″街頭キャンペーンの実施【再掲】 

 開催日：５月～１０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、谷中まつり、 

 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   

○浅草地区懇談会   

開催日：7月 3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、浅草警察署生活安全課 

荒巻貴哉氏「地域の少年犯罪状況について」講話、台東少年ｾﾝﾀｰ曳地清一所

長「少年補導の現状について」の講演、「後悔」DVD 視聴、皆様との懇談会 

○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 

   開催日：7月 4日、7月 5日  場所：区立桜橋中学校、区立駒形中学校 

  出席者：保護司、更生保護女性会、中学校 PTA 他 

〇下谷分区‶社会を明るくする運動″講演会 

開催日：7月 15 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：映画上映「更生保護について」、 

 台東少年ｾﾝﾀｰ青山ひとみ氏「安全に夏休みを過ごすために」講

話、下谷警察署生活安全課 佐藤慎一郎氏「最近の地域防犯状況について」

講話 

      親子で楽しむサマークラシックコンサート(東泉小学校オーケ

ストラ・東京藝術大学生) 

○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 

 



（都道府県名： 東京都  ） 

13 

（墨田区） 

〇一斉夜間パトロールの実施 

 実施日：7月 19 日（金） 

 対象：各学区域 

〇「いきいき～すみだのきょういく～」広報誌への掲載【再掲】 

〇「墨田区のお知らせ すみだ」への掲載【再掲】 

 

（江東区） 

【青少年対策富岡地区委員会】 

○第１回地域座談会 

開催日：７月５日（金） 
場 所：深川第三中学校 

出席者：６７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：再犯問題についてのＤＶＤを鑑賞した後に座談会を実施 

○第２回地域座談会 

開催日：７月１０日（水） 

場 所：富岡出張所 

出席者：６０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：再犯問題についてのＤＶＤを鑑賞した後に座談会を実施 

【青少年対策東陽地区委員会】 

○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 

【青少年対策亀戸地区委員会】 

○青少年非行化防止ミニ集会 

開催日：７月１１日（木） 

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６５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 仲野達也氏 

○青少年非行化防止ミニ集会 

開催日：７月１７日（水） 

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４０人） 

内 容：テーマ「青少年を取り巻く環境と現状について」ビデオ学習、グ

ループ討議 

※講演は講師都合により中止 

○青少年非行化防止ミニ集会 

開催日：７月１８日（木） 

場 所：第三亀戸中学校 
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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 

講 師：城東警察署生活安全課少年第一係長 中山茂行氏 

 

（品川区） 

○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～21 日 1,113 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 

〇区立学校生活指導主任会（品川区教育委員会事務局） 

開催日：7月 11 日（木） 

場所：教育文化会館 

内容：児童・生徒に関する情報交換および夏季休業期間中の生活の仕方につ

いて学校へ周知・徹底を図った。 

参加者：全区立学校生活指導主任 

 

（目黒区） 

〇祐天寺御霊祭り補導パトロール（夏祭り会場における不良行為少年達に対

する指導を中心としたパトロール活動） 

 

（大田区） 

○第 1回 青少年問題協議会の開催 

○第４回 生活指導主任会の開催 

○「夏季休業中の生活指導について」の通知 

○問題行動対応サポートチーム連絡会の開催 

 

（世田谷区） 

・第６９回社会を明るくする運動 駅頭広報活動 

内容：三軒茶屋駅前にて、立て看板、旗等による広報やティッシュ等の手

渡しによる啓蒙活動 

・「社会を明るくする運動」の集いへの出席 

・駅頭啓発 

 

（杉並区） 

パトロール（阿佐谷） 

地域教育連絡協議会懇談会にて地域協力者と情報共有（宮前） 

環境浄化パトロール（高円寺中央） 

ラジオ体操（馬橋） 

 

（北区） 

○青少年地区協議会  

開催日:７月２日・９日・１１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１５８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３６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
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り赤羽連絡協議会）   

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６０３名  

内容: 中学生による意見発表等  
 

（荒川区） 

○“社会を明るくする運動”駅頭・街頭宣伝活動 

○第 14 回あらかわ社明コンサート 

○あらかわ区報・区 HPによる“社会を明るくする運動”PR 

○懸垂幕の掲出（“社会を明るくする運動”荒川区推進委員会） 

○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） 

○街頭夜間パトロール（青少年育成南千住地区委員会）【再掲】 

○地域安全・街頭パトロール（青少年育成荒川地区委員会）【再掲】 

○街頭パトロール（青少年育成町屋地区委員会）【再掲】 

 

（江戸川区） 

○セーフティ教室【再掲】 

○長期休業中の生活指導についての通知【再掲】 

○江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会【再掲】 

 

（八王子市） 

【再掲】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。 

 

（立川市） 

○青少年問題協議会の実施【再掲】   

○補導連絡会常任委員会の実施 

○広報紙による夏休み対策の掲示 

 

（武蔵野市） 

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） 

 

（三鷹市） 

○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 

 

（青梅市） 

○広報誌等による広報 

 ・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 

○チラシ等による啓発 

・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・被害防止啓発チラシの作成および配布（4,800枚印刷）【再掲】 

配付先：第二支会管内全自治体加入世帯、社会を明るくする運動講演会参

加者、来館者 

○ポスター等による掲示 

・「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 
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 掲示場所：庁舎内掲示板【再掲】 

○横断幕の掲出 

 ・「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２２日～８月４日 

 掲出場所：河辺駅北口ペデストリアンデッキ内 

○社会を明るくする運動 

 ・啓発活動 

場所：駅頭・市営プール等 

活動者：市内中学生、保護司等 

 ・ポスター・垂れ幕の掲出 

  「社会を明るくする運動／非行防止・再犯防止」 

  期間：７月１日～７月３１日 

  掲出場所：市役所庁舎、青梅市各市民センター   

・地区講演会の開催 

   共催：青梅市自治会連合会第二支会、長淵地区保護司会、青少年対策第二支

会委員会、長淵市民センター 

   日時：６月２９日（土）午後７時から８時２０分 

   講演：「笑いでつなぐ人間関係～パート２～」 

   講師：青梅市シルバーマイスター 若林博司氏 

   参加：４４名 

・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（金）午後７時３０分から９時 

講演：「地域とともに歩む学校～今とこれから～」 

講師：青梅市立第三小学校校長 佐藤広明氏 

参加者：４１名 

・地区『映画とお話しの夕べ』の開催 

   共催：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 

   日時：７月６日（土）午後７時から８時１０分 

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 少年犯罪防止対策 

「後悔～過ちに気付いた少年たち～」 

   参加者：６３人 

○黒沢川清掃活動 

 ・実施日：８月４日 

 ・内容：小中学生が実行委員会を組織し、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。 

 

（府中市） 

○ 街頭広報活動（青少年対策地区委員会委託事業）【再掲】 

○ 懇談会（青少年対策地区委員会委託事業）【再掲】 
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○ 第３１回青少年健全育成標語コンクールの募集 

 

（調布市） 
・非行防止街頭パトロール（７月２９日実施）【再掲】 
 調布市青少年補導連絡会委員によるパトロール活動を実施。 
調布駅周辺のカラオケ，ゲームセンター，インターネットカフェ等を巡回

した。 
 

（国分寺市） 

【再掲】東京都の令和元年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発

ポスターを，強調月間の７月，市のさまざまな施設に掲示。 
 

（福生市） 

○児童館における青少年の居場所づくり（子ども育成課） 

○青少年の放課後の居場所づくり 

 ・学童クラブへの積極的な受入れ（子ども育成課） 

 ・ふっさっ子の広場（生涯学習推進課） 

○不登校児童、生徒への対応について、各学校に家庭と子どもの支援員及び

アドバイザリースタッフの適宜派遣、必要な支援の提供（教育指導課・教育

支援課） 

 

（東大和市）【再掲】 

市広報に掲載 
ＰＲ用ポスターの掲示 
 

（清瀬市） 

○地域見守り・巡回 

 ○生活指導講話 

○学校ＨＰ及び学校たよりによるによる広報【再掲】 

○「特殊詐欺加害者参入防止用」チラシの配布・学級指導 

 

（東久留米市） 

〇東久留米市愛のひと声運動強調月間パトロールを実施（東中学校地区青少

年健全育成協議会<田無警察署と合同>・西中学校地区青少年健全育成協議

会<田無警察署と合同>・下里中学校地区青少年健全育成協議会・大門中学

校地区青少年健全育成協議会） 

〇愛のひと声運動ポスター作成・掲示 

〇夏休み地域パトロール（南中学校地区青少年健全育成協議会・下里中学校

地区青少年健全育成協議会） 

〇第２３回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） 

 開催日：７月１５日 南部地域センター 小中学生ボランティアによる工

作を主とした地域交流体験 

〇市内第９小学校登校時生徒の見守り（田無警察署と合同） 

 

（武蔵村山市） 

○青少年補導連絡会委員による街頭補導活動を実施 

 

（稲城市） 

○セーフティ教室の実施（稲城市小・中学校） 

 （犯罪被害防止について） 
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（警視庁） 

○ 街頭補導活動（都内全域） 

○ 各種非行防止教室の実施 

 

（東京都） 

○ネット利用適正化及び性被害等防止対策講座の開催【再掲】 

○小学生の万引き防止の普及啓発を目的とした健全育成音楽劇を実施 

 

重点課題４ 

再非行（犯罪）

の防止 

 

（千代田区） 

○広報啓発を推進（社会を明るくする運動） 

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ことを目

的として、様々な取組を実施。パレード（区内２か所）、駅前広報（区内４

か所）、ミニ集会（区内３か所）。 

 

（港区） 

○第 69 回“社会を明るくする運動”第 33 回みなと区民の集いの開催【再

掲】 

 開催日: 7 月 13 日 場所:高輪区民センター 

出席者: 区長、教育長等 

内 容: 式典、港区立中学校生徒によるパフォーマンス、親子で楽しむク

ラシックコンサート等 

○第 69 回“社会を明るくする運動”第 16 回青少年健全育成大会 in 六本木

の開催【再掲】 

 開催日：7月 6日 場所：六本木ヒルズアリーナ 

 出席者：区長、教育長等 

 内 容：式典、港区小・中学校の児童・生徒による演奏や演技、パレード

（六本木ヒルズ～一の橋入口）等 

○第 69 回“社会を明るくする運動”街頭広報活動の実施【再掲】 

 実施日：7月 1日 

場 所：品川駅、新橋駅、田町駅 ※赤坂見附駅、表参道駅は雨のため中

止 

○第 69 回“社会を明るくする運動”赤坂青山地区第 37回パレード【再掲】 

 開催日：7月 14 日 

 出席者：区長、教育長等 

 内 容：式典、赤坂青山地域の港区立小・中学校等の児童・生徒による演

奏や演技  ※パレード（青山一丁目～表参道）は雨のため中止 

○広報誌（紙）による広報（6月 11 日号）【再掲】（港区） 

 

（新宿区） 

○第 69 回「社会を明るくする運動」新宿通り広報パレード及び式典 

開催日：6月 30 日（日） 

場所 ：新宿通り及び新宿駅東口駅前広場 

出席者：新宿区長、東京保護観察所所長、新宿警察署長、JR 東日本新宿駅

長、保護司会等関係団体、BBS、新宿未来特使「鉄腕アトム」等、1,010 名 

内容 ：同運動の趣旨の普及、啓発 

○第 69 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 11 日（木） 

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「愛しい子ども達とともに生きて」 

    講師 高橋 利一氏 

○「社会を明るくする運動」懸垂幕の掲出 
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・新宿区役所 7 月 1 日から 31 日 

・区内百貨店 7 月中旬から 8月中旬まで(2 店舗で延べ約 1か月実施) 

○「社会を明るくする運動」啓発物品の配布 

・ウエットティッシュ、ノート、鉛筆 

○区内百貨店でのポスター掲示 

・7月～8月中、8店舗で実施 

○「社会を明るくする運動」街頭広報活動 

・8 月 1 日（水）新宿駅東口駅前広場にて、啓発物品（ウエットティッシ

ュ）の手渡しによる広報活動 

○広報紙・ホームページによる広報 

・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 

 

（文京区） 

○文京区社会を明るくする大会（令和元年７月７日） 

○社会を明るくする運動東京ドーム周辺広報啓発活動（令和元年７月１３

日） 

○文京矯正展（令和元年７月１８日～２０日） 

 
（台東区） 

○‶社会を明るくする運動″街頭キャンペーンの実施【再掲】 

 

（墨田区） 

〇第 69 回“社会を明るくする運動”中央集会 

 開催日：令和元年 7月 13 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 68 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、講演「ぬくもりのある地域と家庭」講談「更生保護の

父・金原明善物語」 

〇「いきいき～すみだのきょういく～」広報誌への掲載【再掲】 

〇「墨田区のお知らせ すみだ」への掲載【再掲】 

 

（江東区） 

【社会を明るくする運動江東区推進委員会】 

○社会を明るくする運動 駅頭広報活動 

 実施日：７月１日（月） 

 場 所：区内各駅頭（１１駅１２か所） 

 参加者：保護司会、更生保護女性会、民生・児童委員、ＰＴＡ、青少年対

策地区委員会、その他、区職員 

 内 容：のぼり旗を立て、啓発ポケットティッシュ等を駅出口の利用者及

び通行人に配布する 

【青少年対策白河地区委員会】 

○“社会を明るくする運動”白河管内広報活動 

開催日：７月１日（月）～３１日（水）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）配布 

 

（目黒区） 

〇社会を明るくする運動（保護司会等と合同で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、一円玉募金運動 
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（大田区） 

○第 1回 青少年問題協議会の開催【再掲】 

○第 69 回“社会を明るくする運動”大田区民のつどい 

開催日：7月 20 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、大田区議会議長、大田区教育長、大田区保護司会会長、

東京保護観察所長、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（六郷・志茂田・南六郷）の意見発表、蒲田中学校ダンス部、

吹奏楽部及び東蒲中学校の吹奏楽によるアトラクション 

五島つばきさんによる「ひまわりの譜（うた）」の歌唱 

○第 69 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 

※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 69 回“社会を明るくする運動”広報誌の作成・配布 

※配布先は区立小・中学校、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 

“社会を明るくする運動”懸垂幕を区役所本庁舎、地域庁舎、特別出張所、

警察署で掲出 

○ＰＲ用品の配布等 

7 月 2 日ＪＲ蒲田駅等、区内 5 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。 

○パネル展の実施 

6 月 19 日～25 日の期間、区役所 1 階ロビーにて“社会を明るくする運動”

に関する写真等を掲示。 

○第４回 生活指導主任会の開催【再掲】 

○「夏季休業中の生活指導について」の通知【再掲】 

○問題行動対応サポートチーム連絡会の開催【再掲】 

 

（世田谷区） 

・【再掲】第６９回社会を明るくする運動 駅頭広報活動 

内容：三軒茶屋駅前にて、立て看板、旗等による広報やティッ

シュ等の手渡しによる啓蒙活動 

・【再掲】「社会を明るくする運動」の集いへの出席 

・【再掲】駅頭啓発 

 

（中野区） 

○「社会を明るくする運動」中野区内駅頭ＰＲ活動 

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 

○中野区ホームページに「社会を明るくする運動」の記事掲載 

○「社会を明るくする運動」中野区庁舎に横断幕掲示 

○「社会を明るくする運動」中野区塔山小学校外塀に横断幕掲示※ 

○「社会を明るくする運動」中野区内１０地区推進委員会において、推進委

員会主催の講演会・懇談会・コンサート等及び地域の盆踊り大会会場など

で、リーフレット、うちわ等の配布によるＰＲ活動 

○中野区庁舎ロビーの区政情報ディスプレイにてＰＲ記事を掲載 

○「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 
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○中野駅「夢通りギャラリー」にてポスター展示 

○ケーブルＴＶ（ジェイコム中野）で「社会を明るくする運動」ホゴちゃん

ＣＭ動画（東京保護観察所提供ＤＶＤ使用）放映 

○中野区役所全職員「社会を明るくする運動」シンボルの黄色い羽根の着用 

 

（杉並区） 

社会を明るくする運動（堀ノ内松ノ木梅里大宮・馬橋・阿佐谷・下井草・宮

前・高井戸・上荻窪・） 

 

（北区） 

○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） 

実施日: ７月４日・７日・１４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:１０１００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） 

○“社会を明るくする運動”映画鑑賞会（北区保護司会） 

実施日: ７月２０日 

会 場:北とぴあドームホール 

参加人数：１３２名 

 

（荒川区） 

○“社会を明るくする運動”駅頭・街頭宣伝活動【再掲】 

○第 14 回あらかわ社明コンサート【再掲】 

○あらかわ区報・区 HPによる“社会を明るくする運動”PR【再掲】 

○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】 

○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】 

 

（板橋区） 

○令和元年度「健全育成・社明大会」 

 （内容） 

① 式典 

・青少年健全育成強調月間地域活動方針の案内 

・社会を明るくする運動強調月間地域活動方針の案内 

② 板橋第三中学校吹奏楽部による演奏 

志村第四中学校吹奏楽部による演奏 

③ 講演会 

・テーマ「マスオさんが語る日本の家族」 

・講師  増岡 弘（ますおか ひろし） ※声優・俳優 

○「広報いたばし」（５月２３日号）による周知 

  ・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 

 

（練馬区） 

○社会を明るくする運動 

 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６日 

 場所：練馬区 内容：舞台発表、会場内における各種催し 
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 社会を明るくする運動のつどい 開催日：７月１９日 

 場所：練馬区 内容：式典、アトラクション 

 

（江戸川区） 

○社会を明るくする運動（江戸川区） 

○セーフティ教室（江戸川区）【再掲】 

○長期休業中の生活指導についての通知（江戸川区）【再掲】 

○江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会（江戸川区）【再掲】 

 

（八王子市） 

○社会を明るくする運動  

（１）駅頭一斉広報活動（八王子市内 9駅 12 箇所で実施） 

実施日：令和元年 7月１日（月） 

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：令和元年 7月 15日（月）  

場所 ：いちょうホール 

内容 ：第 68 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、第一小学校（合唱）、八王子学園八王子中学校 （ダン

ス）、中山中学校 （吹奏楽）による音楽の集いを実施した。 

 

（立川市） 

○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） 

○広報誌等による広報 

 ・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】 

○チラシ等による啓発 

・非行・被害防止啓発チラシの作成および配布（4,800枚印刷）【再掲】 

配付先：第二支会管内全自治体加入世帯、社会を明るくする運動講演会参

加者、来館者 

○社会を明るくする運動 

 ・啓発活動【再掲】 

場所：駅頭・市営プール等 

活動者：市内中学生、保護司等 

 ・ポスター・垂れ幕の掲出【再掲】 

  「社会を明るくする運動／非行防止・再犯防止」 

  期間：７月１日～７月３１日 

  掲出場所：市役所庁舎、青梅市各市民センター  

・地区講演会の開催【再掲】 

   共催：青梅市自治会連合会第二支会、長淵地区保護司会、青少年対策第二支

会委員会、長淵市民センター 

   日時：６月２９日（土）午後７時から８時２０分 

   講演：「笑いでつなぐ人間関係～パート２～」 

   講師：青梅市シルバーマイスター 若林博司氏 
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   参加：４４名 

・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（金）午後７時３０分から９時 

講演：「地域とともに歩む学校～今とこれから～」 

講師：青梅市立第三小学校校長 佐藤広明氏 

参加者：４１名 

・地区『映画とお話しの夕べ』の開催【再掲】 

   共催：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 

   日時：７月６日（土）午後７時から８時１０分 

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 少年犯罪防止対策 

「後悔～過ちに気付いた少年たち～」 

   参加者：６３人 

○ポスター等による掲示 

・「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：庁舎内掲示板【再掲】 

○横断幕の掲出 

 ・「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【再掲】 

・「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２２日～８月４日 

 掲出場所：河辺駅北口ペデストリアンデッキ内【再掲】 

 

（調布市） 

・社会を明るくする運動 駅頭広報活動（７月２日実施）【再掲】 

 京王線各駅頭にて，啓発グッズを配布し，社会を明るくする運動，青少年

の非行・被害防止全国強調月間，東京都薬物乱用防止推進調布地区協議会の

啓発活動を合同で実施した。 

 

（小平市） 

○社会を明るくする運動 駅頭広報宣伝活動 

開催日：７月１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 １１８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） 

 

（日野市） 

○社会を明るくする運動（日野市） 

街頭広報活動及び中学生を対象とした更生保護に関する授業の実施（7 月 6

日） 

○作文コンテストの実施（日野市） 

 対象 市内の小・中学生 
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（国分寺市） 

【再掲】東京都の令和元年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発

ポスターを，強調月間の７月，市のさまざまな施設に掲示。 
 

（福生市） 

○児童委員、児童相談所、学校等の関係機関による地区連絡協議会（社会福

祉課） 

○深夜徘徊、喫煙等不良行為少年の補導（福生警察署・八王子少年センタ

ー） 

○社会を明るくする運動（社会福祉課） 

 

（羽村市）  

〇社会を明るくする運動（羽村市） 

 

（東大和市）【再掲】 

市広報に掲載 
ＰＲ用ポスターの掲示 

 

（清瀬市） 

○地域見守り・巡回【再掲】 

○生活指導講話【再掲】 

○「特殊詐欺加害者参入防止用」チラシの配布・学級指導【再掲】 

 
（東久留米市） 

〇社会を明るくする運動 市民のつどい・音楽祭への参加 ＤＶＤ放映（僕

は変わりたい）、市内小中学生の合唱及び中学生・市吹奏楽団による演奏

（東久留米市中学校地区青少年健全育成協議会）開催日：７月６日 

 

（武蔵村山市） 

○社会を明るくする運動推進委員会委員による社明運動の広報啓発活動を実

施 

 

（稲城市） 

○社会を明るくする運動（稲城市） 

 ①7 月 1 日（月） 市内駅頭等７箇所で実施 [絆創膏、ポケットティッ

シュ（市内中学校の生徒が折った折鶴入り）配布] 

 ②7 月 23 日（火） 読売ジャイアンツ球場で実施[絆創膏、ポケットティ

ッシュ（市内中学校の生徒が折った折鶴入り）配布、社明メッセージの

放送、電光掲示板への掲示] 

 ③その他、盆踊り、夏祭りで広報活動を実施（ウェットティッシュ頒布） 

○広報紙による広報（稲城市） 

「広報いなぎ」6月 15日号掲載 

 

（警視庁） 

○ 各種体験活動（農業体験、生産体験、ボランティア体験） 

○ 映画ＣＭによる広報啓発 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力行

為等の問題行動

への対応 

（千代田区） 

○支援の活用 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー，スクールライフ・サ

ポーターを学校に派遣し、いじめ等の未然防止や早期発見に繋げている。 
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○学校と警察を始めとする関係機関等との連携を強化 

青少年健全育成関係団体、関係行政機関等で構成する千代田区青少年問題協

議会を７月２６日に開催し、担当部署が「千代田区におけるいじめ不登校の

現状と解決に向けた取組」について報告した。 

○様々なＳＯＳの受け止めに係る相談窓口における対応の充実とその周知 

児童･生徒自身が受けているいじめについて、学校の先生・友達・保護者に

も相談できないケースに対しての手立ての一つとして「いじめ・悩み相談レ

ター用封筒」を全児童・生徒に配布し、教育委員会宛てに送付してもらい対

応している。また、いじめに関する子どもたちからの相談に迅速に対応でき

るよう、区専用の「いじめ・悩み相談ホットライン」を２４時間３６５日対

応として、子どもたちのＳＯＳをキャッチし、早期対応を図っている。 

 

（港区） 

○学校生活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） 

○スクール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） 

 

（新宿区） 

〇ＳＯＳの出し方に関する教育の実施 

 

（文京区） 

〇令和元年度第１回「ふれあい（いじめ防止強化）月間」（６月１日（土）

から６月３０日（日））及び「文京区いじめ調査報告書」について、各小

中学校からの報告を集約し、いじめ認知件数の把握や、「学校いじめ対策

委員会」等の学校の対応についての確認。 

 

（台東区） 

○台東区役所でのポスターの掲示 

 

（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】 

〇「墨田区のお知らせ すみだ」への掲載【再掲】 

 

（品川区） 

〇いじめ根絶協議会（品川区教育委員会事務局） 

開催日：7月 4日（木） 

場所：教育文化会館 

内容：いじめ問題の解決に向け、学校・地域・関係団体が連携強化を図るた

め意見交換等を実施。 

参加人数：22名 

 

（大田区） 

○第 1回 青少年問題協議会の開催【再掲】 

○第４回 生活指導主任会の開催【再掲】 

○「夏季休業中の生活指導について」の通知【再掲】 

○問題行動対応サポートチーム連絡会の開催【再掲】 

 

（世田谷区） 

・【再掲】「社会を明るくする運動」の集いへの出席 

・【再掲】駅頭啓発 

 

（荒川区） 
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○相談窓口の広報・ポスターの掲示 

 

（江戸川区） 

○「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・臨床

心理士・退職校長・指導主事）」 

○いじめ発見・対応、いじめ防止のための実践プログラム 

○いじめアンケート 

○いじめに関する授業 

○楽しい学校生活を送るためのアンケート Ｑ－Ｕ 

○学校いじめ防止基本方針の見直し・改善 

○学級指導補助員の派遣 

○「エンカレッジルーム」の活用 

○若手教員育成研修【再掲】 

○親子情報モラル教室【再掲】 

○長期休業中の生活指導についての通知【再掲】 

○江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会【再掲】 

 

（八王子市） 

【再掲】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。 

 また、八王子市青少年健全育成基本方針令和元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。 

 

（三鷹市） 

○生活指導主任会（生活指導担当者会議）における情報共有 

 

（青梅市） 

○広報誌等による広報 

 ・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】 

○チラシ等による啓発 

・夏休みのしおり 

  配付先：小・中学生 

内容：夏休みの生活注意事項等【再掲】 

・非行・被害防止啓発チラシの作成および配布（4,800枚印刷）【再掲】 

配付先：第二支会管内全自治体加入世帯、社会を明るくする運動講演会参

加者、来館者 

○「いじめゼロ宣言・子ども議会」の開催 

 ・開催日：７月２４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：青梅市立各小・中学校代表者小・中学生５３名  

 

（調布市） 

・社会を明るくする運動 中学生意見発表会（７月２７日実施） 

 各中学校の代表の生徒が様々なテーマについて意見発表を行った。 

 いじめに関するテーマも取り上げられている。 

 

（国分寺市） 
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【再掲】東京都の令和元年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発

ポスターを，強調月間の７月，市のさまざまな施設に掲示。 
 

（福生市） 

○青少年の意見発表大会の開催（子ども育成課） 

○各種相談窓口の充実（福祉保健部・子ども家庭部） 

○全小・中学校で年１回の道徳授業地区公開講座の開催（教育指導課） 

○「道徳科年間指導計画」の作成、週１時間の道徳の授業の計画的実施（教

育指導課） 

○スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの配置（教育支援

課） 

○「ふれあい（いじめ防止強化）月間」に合わせた年３回のいじめに関する

アンケート調査の実施。「ふっさいじめ防止標語」の募集及び選定（教育指

導課） 

 

（東大和市）【再掲】 

市広報に掲載 
ＰＲ用ポスターの掲示 
 

（清瀬市） 

○ふれ合い月間としての学校生活アンケートの実施や調査 

  結果を活用し、早期発見・未然防止・問題解決をいじめ対策委員会での

共有 

○「ＳＯＳの出し方」指導 

○学校ＨＰ及び学校たよりによるによる広報【再掲】 

 ○相談窓口紹介カードの配布及び啓発 

 ○教育相談センターポスター及びリーフレットの掲示と指導啓発 

 

（東久留米市） 

〇かけこみハウス実施委員会 

〇東久留米市愛のひと声運動単位実行委員会 

〇愛のひと声運動標語選定 

〇子どもの居場所作り「自習室」後援（東久留米市西中学校地区青少年健全

育成協議会） 

 

（武蔵村山市） 

○相談窓口等を一覧にしたチラシを作成し、市立小中学校へ配布 

 

（稲城市） 

○道徳教育・人権教育の充実（稲城市小・中学校） 

○ＳＯＳの出し方に関する教育の実施（稲城市小・中学校） 

 

（警視庁） 

○ 少年の健全育成をめざす全都大会の開催 

 

※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。 

※最重点課題「インターネット利用に係る子供の性被害の防止」に関する取組については、取組内容を

簡記すること。特に自治体での独自性や特徴的な取組と考えられるものは必携すること。 


