
（都道府県名：神奈川県） 

1 

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 神奈川県 青少年行政主管課（室）名 青少年課 

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 

○令和元年度社会環境健全化推進街頭キャンペーンの実施（神奈川県、

横浜市、川崎市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬

市、南足柄市、愛川町、大井町、山北町、開成町、箱根町、湯河原

町） 

内容 ：各会場とも、啓発物配布によるキャンペーン活動等を行っ

た。 

 

【横浜会場】 

開催日 ：7月 13日（土） 

場所 ：横浜国際陸上競技場（日産スタジアム） 

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 24名 

この他、横浜市内各所でも実施 

 

【川崎会場】 

開催日 ：7月 27日（土） 

場所 ：等々力陸上競技場 

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 15名 

 

【鎌倉会場】 

開催日 ：7月 18日（木） 

場所 ：大船駅周辺、鎌倉駅周辺 

参加者 ：神奈川県、鎌倉市、中学生、高校生、教員、PTA、警察関係者

等 191名 

 

【海老名会場】 

開催日 ：7月 27日（土） 

場所 ：海老名駅自由通路 

参加者 ：神奈川県、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛

川町等 38名 

 

【南足柄会場】 

開催日 ：7月 1日（月） 

場所 ：大雄山駅周辺 

参加者 ：神奈川県、南足柄市、大井町、山北町、開成町等 45名 

 

【箱根会場】（社会を明るくする運動と合同で実施） 

開催日 ：7月 1日（月） 

場所 ：箱根湯本駅周辺 

参加者 ：神奈川県、箱根町等 24名 

 

【湯河原会場】 

開催日 ：7月 24日（水） 

場所 ：湯河原駅周辺 

参加者 ：神奈川県、湯河原町等 13名 
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〇非行防止街頭キャンペーンの実施（神奈川県、藤沢市、綾瀬市、二宮

町） 

【藤沢市】 

開催日 ：7月 2日（火） 

場所 ：湘南台駅周辺 

参加者 ：66名 

 

【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 

開催日 ：７月６日（土） 

場所 ：綾瀬タウンヒルズショッピングセンター  

 

【二宮町】 

主催 ：二宮町教育委員会 

開催日 ：7月 5日（金） 

場所 ：JR二宮駅周辺 

参加者 ：青少年環境浄化推進員他 17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） 

対象：県内小学 1年生・中学 1年生保護者 

部数：218,000部 

内容：条例周知チラシを作成し、公私立すべての小・中学校に配布 

 

〇出前講座の実施（神奈川県） 

2回実施（中学校の保護者・教員向け 1件、小学校の児童向け 1件） 

 

○内閣府作成ポスター掲示（神奈川県） 

 

〇委託事業の実施（神奈川県） 

 インターネット利用による被害を未然に防止する講座の開催をＮＰＯ

法人に年間委託し、中学生（１校）、高校生（５校）および専門学校

生（４校）に対して実施 

 

○少年指導委員と合同による風俗営業店への立ち入り（神奈川県警察、  

実施店舗数 26店舗） 
 

○広報活動（神奈川県警察） 

 (1) 広報用ポスターの掲示 

   警察本部庁舎、県内各警察署及び交番・駐在所（７月中） 

(2) 電光表示盤による広報 

  警察本部電光表示盤に広報文を掲載（７月中） 

(3) 県広報を活用した広報 

   神奈川県県公式 Twitterに掲載（７月 23日） 

 (4) ラジオ番組を通じた広報 

  ・ ＦМブルー湘南（７月 22日） 

  ・ 湘南ビーチＦМ（７月 15日） 

 (5) 街頭キャンペーンの実施 

   県内４警察署において実施（秦野警察署、横須賀警察署、田浦警察

署、相模原警察署） 
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○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） 

  実施店舗数 49店舗 

 

○サイバー教室（神奈川県警察） 

  開催回数 203回（非行防止教室の内数） 

 

○高校生による非行防止教室（神奈川県、神奈川県警察） 

  開催回数 11回（７校の高校生が実施） 

  開催場所 県内の小学校３校、中学校１校、学童５箇所、その他２箇所 

 

○児童・生徒による非行・被害防止サミット（神奈川県警察） 

  開催場所 港南区、神奈川区 

  参加校  中学校 12校、小学校２校 

 

〇川崎市、川崎市青少年の健全な育成環境推進協議会、川崎市青少年指

導員連絡協議会による作成ポスターの掲示（川崎市） 

 

〇青少年健全育成パネル展（川崎市） 

 

〇川崎市立学校インターネット問題相談窓口による電話相談（川崎市） 

 児童生徒や保護者、教職員等を対象にした電話相談を実施 

 

〇川崎市版 保護者向けインターネットガイドの配付（川崎市） 

 市立小学校１年生～高校３年生までの保護者全員にリーフレットを配

付。見知らぬ人との出会いによるトラブル（出会い系サイトやアプ

リ、「LINEの ID交換」によるトラブル等）について掲載 

 

〇川崎市立学校インターネット問題連絡協議会の開催（川崎市） 

 川崎市ＰＴＡ連絡協議会や県警、有識者等が参加し情報共有等を行う

会議を年２回開催。会議の内容の一部としてインターネット利用に係

る子供の性被害の防止等の情報共有を実施 

 

〇学校からリクエスト研修の実施（川崎市） 

 広く拡散する、記録が残る等のインターネットがもつ特性から被害を

大きくすることについて学校の相談に応じた研修を実施 

 

〇広報誌による広報（川崎市） 

 

〇各警察署と連携し、警視庁の自画撮り被害防止に係る啓発資料を各

小・中学校に周知。（相模原市） 

 

〇学校・警察連絡協議会各地区会長名で、注意喚起の資料を各小・中学

校の保護者向けに配付。（相模原市） 

 

〇市内中学校にて、青少年のスマートフォン、SNS 利用に係る非行防止

講座（ユース出前トーク）の実施。（横須賀市） 

 

〇青少年にとってのよい環境を考えるつどい（藤沢市） 

・7月 9日（火）藤沢市民会館大ホール 384名参加 
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〇青少年夏期特別街頭指導キャンペーンおよびパトロールの実施（藤沢

市） 

・7月 25日（木） 藤沢駅周辺 59名参加 

・7月 26日（金） 湘南台駅  55名参加（キャンペーンのみ） 

・7月 31日（水） 藤沢駅周辺 21名参加 

 

○広報紙はだのによる広報（秦野市、7月 15日号） 

 

○市広報誌（紙）「広報いせはら７／１号」による広報（伊勢原市） 

「ＳＮＳの使い方、それで大丈夫？」と題して掲載 

 

○市内学校への啓発チラシの配付（伊勢原市） 

スマートフォン・携帯電話の正しい使い方（両面刷り）市内小学５年

生から高校生に 8,509部配付 

 

○学校における携帯電話教室（海老名市） 

 

○青少年の非行・被害防止パネル展の実施（綾瀬市） 

主催：県内小学 1年生・中学 1年生保護者 

期間：７月９日（火）～７月１５（月・祝）  

場所：綾瀬市役所市民ホール 

 

○広報誌（紙）による広報（綾瀬市） 

 

○啓発用チラシの配架（葉山町） 

 

○青少年健全育成連絡会の実施（大磯町） 

 教員、ＰＴＡ、少年補導員、保護司会、青少年指導員、民生委員等に

よる各団体・機関の活動状況等情報交換（啓発物品配布） 

 

○青少年おもしろ講座の実施（大磯町） 

 講座参加児童に啓発物品配布（１講座実施） 

 

○学校による生徒保護者向け印刷物の配布（大磯町） 

 

○中学校地区懇談会参加（箱根町、携帯電話の使用について意見交換を

した） 

 

〇町内小中学校へ注意喚起のチラシを配付（真鶴町） 
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重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○令和元年度青少年の健全育成を進める県民大会の開催（神奈川県、7

月 6日、茅ヶ崎市民文化会館、参加者 383名） 

 

○青少年に関する九都県市共同啓発ポスターの作成・掲示・配布（神奈

川県、横浜市、川崎市、相模原市） 

 

○社会環境実態調査（神奈川県、全市町村） 

 

○神奈川県青少年保護育成条例に基づく立入調査（神奈川県、葉山町

（有害図書類のみ）） 

 

○神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例に基づく立入調査(神奈川県) 

 

○内閣府作成ポスター掲示（神奈川県）【再掲】 

 

〇県ホームページでの広報（神奈川県、インターネット上の人権侵害状

況や相談窓口等を紹介） 

 

○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、実施店舗数 49店舗）【再掲】 

 

○青少年指導員・巡回指導員・青少年相談員等による地域の街頭指導・

パトロール・補導活動(横浜市（全市一斉統一行動パトロール活動）、

川崎市（愛のパトロール)、横須賀市、平塚市（夜間特別愛護指導、七

夕愛のパトロールを含む）、藤沢市、小田原市、逗子市（海岸パトロ

ールを含む）、三浦市、秦野市、厚木市（7 月 26 日市内一斉実施を含

む）、大和市（街頭補導活動、祭礼補導活動）、伊勢原市、海老名

市、座間市（青少年補導員夏期特別パトロールを含む）、南足柄市、

綾瀬市、寒川町（青少年愛護パトロール）、大磯町、二宮町（愛のパ

トロール）、中井町（夜間パトロール）、大井町（夜間巡回パトロー

ル）、山北町（夏季環境浄化パトロール）、開成町（吉田神社祭礼パ

トロール）、箱根町（祭事等補導活動：湯本夏まつり、湖水祭、夜間

パトロール）、真鶴町（青少年夏季愛護パトロール、貴船祭り夜間パ

トロール）、愛川町（学校警察連絡協議会主催）) 

 

○ＰＴＡとの地域巡回パトロール活動情報交換会（川崎市） 

 

〇犯罪被害者等支援相談（川崎市、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

を行っている） 

 

〇かわさき防犯アプリ「みんパト」（川崎市） 

 行政・警察・学校等が入手した犯罪・不審者情報等をスマートフォン

アプリを活用して市民に配信を行っている。 

 

〇広報誌による広報（川崎市） 
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〇学校・警察連絡協議会（相模原市、相模原警察署・相模原南警察署・相模

原北警察署・津久井警察署と連携し、飲酒・喫煙等に係る販売防止の働き

かけを各小・中学校学区内の事業者に対して依頼） 

 

〇広報紙「広報よこすか」にて「JK ビジネス」に関する注意喚起、相談

窓口について案内等の広報啓発。(横須賀市) 

 

〇有害図書等の回収（小田原市、茅ヶ崎市） 

 

○環境浄化活動（大和市） 
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重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○令和元年度社会環境健全化推進街頭キャンペーンの実施（神奈川県、

横浜市、川崎市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬

市、南足柄市、愛川町、大井町、山北町、開成町、箱根町、湯河原

町）【再掲】 

 

○薬物乱用防止教室の実施（神奈川県、神奈川県警察、川崎市、相模原

市） 

 

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン（神奈川県、神奈川

県警察、川崎市、相模原市、藤沢市、茅ヶ崎市、三浦市、厚木市、大

和市） 

 

○内閣府作成ポスター掲示（神奈川県）【再掲】 

 

○街頭キャンペーンの実施（神奈川県警察、県内４警察署において実施）

【再掲】 

 

〇ポスターの配布・掲出（川崎市、各区役所・広報掲示板・青少年立寄

り施設等） 
 

〇ミニ集会の実施（川崎市） 
 

〇広報（川崎市：川崎駅前、川崎・高津・宮前区役所、川崎駅地下街、

ラジオ） 
 

〇広報誌による広報（川崎市）【再掲】 

 

〇相模原市内各大学へポスター配布（相模原市） 

 

〇国連支援募金への協力（相模原市） 
 

〇学校・警察連絡協議会各地区会長名で注意喚起の資料を各小・中学校

の保護者向けに配付（相模原市）【再掲】 

 

○街頭啓発キャンペーン（神奈川県、平塚市、伊勢原市、薬物乱用防止

と社会を明るくする運動を併せて実施） 

 

〇藤沢市青少年指導員協議会活動パネル展（藤沢市、藤沢市青少年指導

員協議会主催） 

 

〇広報記事掲載 6月 25日号 市内全域（藤沢市） 

 

○青少年指導員ポスター展（茅ヶ崎市） 

 

○薬物乱用防止啓発展の実施（逗子市） 

 

○横断幕・懸垂幕掲示（秦野市、寒川町） 

 

○第 31 回心と街のクリーン作戦実行委員会（厚木市、青少年教育相談セ

ンターが実施） 
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○中学校との情報交換（大和市） 

 

○市内学校へ啓発チラシの配付（伊勢原市、薬物乱用・喫煙防止（両面

刷り）、市内小学５年生から中学生に 4,748部配付） 

 

○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

会報に掲載依頼（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、綾瀬市社会を明るくする運動実

施委員会主催、綾瀬市役所市民ホール（7/9～7/31）・綾瀬市南部ふれあ

い会館（7/9 ～7/18）・綾瀬市寺尾いずみ会館（7/18～7/31）） 
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重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

○令和元年度社会環境健全化推進街頭キャンペーンの実施（神奈川県、

横浜市、川崎市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬

市、南足柄市、愛川町、大井町、山北町、開成町、箱根町、湯河原

町）【再掲】 

 

○令和元年度青少年の健全育成を進める県民大会の開催（神奈川県、7

月 6日、茅ヶ崎市民文化会館、参加者 383名）【再掲】 

 

○県西地域青少年社会環境健全化推進会議（神奈川県） 

 

○内閣府作成ポスター掲示（神奈川県）【再掲】 

 

○街頭キャンペーンの実施（神奈川県警察、県内４警察署において実施）

【再掲】 

 

○ふれあい警察展の開催（神奈川県警察、７月 24日、25日） 

 

○少年補導の日（７月 26日）における街頭補導活動（神奈川県警察） 

 

○その他街頭補導活動（神奈川県警察、実施回数 108回） 

 

○少年の社会参加活動（神奈川県警察、実施回数 ７回） 

 

○非行防止教室（神奈川県警察、開催回数 266回） 

 

○高校生による非行防止教室（神奈川県、神奈川県警察、開催回数 11

回、開催場所 県内の小学校３校、中学校１校、学童５箇所、その他２箇

所）【再掲】 

 

○児童・生徒による非行・被害防止サミット（神奈川県警察、開催場所 

港南区、神奈川区、参加校 中学校 12校、小学校２校）【再掲】 

 

○社会を明るくする運動の実施（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市

（市庁舎への横断幕掲示等を含む）、横須賀市、藤沢市、小田原市、茅

ヶ崎市、三浦市、秦野市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、大磯

町、山北町、開成町、愛川町） 

 

○青少年指導員・巡回指導員・青少年相談員等による地域の街頭指導・

パトロール・補導活動(横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市、

小田原市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海

老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、中井

町、大井町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、愛川町)【再掲】 

 

〇区役所掲示コーナーでの広報（川崎市） 
 

〇区役所入口での「社会を明るくする運動」のぼり旗設置（川崎市） 
 

〇懸垂幕・看板の掲出（川崎市） 
 

〇川崎フロンターレとの少年サッカー教室（川崎市） 
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〇犯罪被害者等支援相談（川崎市、ＨＰに掲載）【再掲】 

 

○ＰＴＡとの地域巡回パトロール活動情報交換会（川崎市）【再掲】 

 

〇社会を明るくするパレードの実施（相模原市、7月 6日、相模原ギオン

スタジアム、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） 

 

〇社会を明るくする運動の集い（相模原市、7 月 26 日、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、マジックショ

ー、音楽ライブなどを市内の大規模商業施設内イベントスペースにお

いて開催、観覧者のべ 621 名） 

 

〇生徒指導主任会の開催（相模原市、関係諸機関（相模原市４署、少

年・相談保護センター、児童相談所、子育て支援センター、青少年相

談センター、教育センター、学校教育課）からの情報提供・連絡報

告、各中学校との情報交換） 

 

〇学校・警察連絡協議会各地区会長名で注意喚起の資料を各小・中学校

の保護者向けに配付（相模原市）【再掲】 

 

○非行防止キャンペーン（街頭キャンペーン）の実施（神奈川県、藤沢

市、横須賀市、綾瀬市、二宮町）【再掲】 

 

○親子陶芸教室（平塚市） 

 

〇青少年にとってのよい環境を考えるつどい（藤沢市）【再掲】 

 

〇青少年夏期特別街頭指導キャンペーンおよびパトロールの実施（藤沢

市）【再掲】 

 

〇広報記事掲載 6月 25日号 市内全域（藤沢市）【再掲】 

 

○青少年指導員ポスター展（茅ヶ崎市）【再掲】 

 

○広報はだのによる広報（秦野市、7月 15日号）【再掲】 

 

○市庁舎への横断幕掲示（秦野市）【再掲】 

 

○中学校との情報交換（大和市）【再掲】 

 

○ジュニアリーダー幼稚園･保育園での保育交流体験（南足柄市） 

 

○特設相談「子ども・若者安心相談」の実施（綾瀬市、7月 7日綾瀬市役

所青少年相談室） 

 

 

○第２７回綾瀬市ふれあい探検ウォークラリー大会（綾瀬市、綾瀬市役

所発着の４コースに 83チーム 317名参加） 
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○啓発用ポスターの掲示（２枚）・啓発用チラシの配架（葉山町） 

 

○青少年育成のつどい（中井町、講演会を開催 講演「夢と人」～親と

しての、子どもとの接し方～ 等） 

 

〇広報誌での注意喚起（大井町） 

 

〇松田町青少年問題協議会の開催（松田町） 

 

〇山北町青少年健全育成大会（山北町） 

 

〇防犯教室開催（湯河原町、湯河原町立吉浜小学校で実施） 
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重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

○「社会を明るくする運動」の広報啓発活動（神奈川県警察、キャンペ

ーンの実施（県内３箇所の駅周辺において、通行人に対しリーフレッ

トや啓発物品等を配布）、地区集会等への参加（県内２箇所の社会を

明るくする運動の地区集会等へ参加し、防犯講話等を実施）） 

 

○社会を明るくする運動の実施（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原

市、横須賀市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、三浦市、秦野市、海老

名市、座間市、綾瀬市、寒川町、大磯町、山北町、開成町、愛川町）

【再掲】 

 

○青少年指導員・巡回指導員・青少年相談員等による地域の街頭指導・

パトロール・補導活動(横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市、

小田原市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海

老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、中井

町、大井町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、愛川町)【再掲】 

 

〇JR 川崎駅前の河川情報表示板にて犯罪や非行の防止文を掲示。（川崎

市） 

 

〇区役所で「社会を明るくする運動」のぼり旗設置（川崎市）【再掲】 

 

〇懸垂幕・看板の掲出（川崎市）【再掲】 

 

〇川崎フロンターレとの少年サッカー教室（川崎市）【再掲】 

 

〇犯罪被害者等支援相談（川崎市、ＨＰに掲載）【再掲】 

 

〇社会を明るくするパレードの実施（相模原市、7月 6日、相模原ギオン

スタジアム、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）【再掲】 

 

〇社会を明るくする運動の集い（相模原市、7 月 26 日、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、マジックショ

ー、音楽ライブなどを市内の大規模商業施設内イベントスペースにお

いて開催、観覧者のべ 621 名）【再掲】 

 

〇生徒指導主任会の開催（相模原市、関係諸機関（相模原市４署、少

年・相談保護センター、児童相談所、子育て支援センター、青少年相

談センター、教育センター、学校教育課）からの情報提供・連絡報

告、各中学校との情報交換）【再掲】 

 

〇学校・警察連絡協議会各地区会長名で注意喚起の資料を各小・中学校

の保護者向けに配付（相模原市）【再掲】 

 

○第６９回社会を明るくする運動ポスター掲示（平塚市） 

 

○街頭啓発キャンペーン（神奈川県、平塚市、伊勢原市、薬物乱用防止

と社会を明るくする運動を併せて実施）【再掲】 

 

○社会を明るくする運動地区行事（平塚市、松が丘地区、豊田地区、大
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神地区で実施） 

○青少年指導員ポスター展（茅ヶ崎市）【再掲】 

 

○茅ヶ崎・寒川犯罪ゼロ推進会議街頭キャンペーン（茅ヶ崎市、寒川

町） 

 

○市庁舎への横断幕掲示（秦野市）【再掲】 

 

○駅前啓発キャンペーンの実施 ２日間（伊勢原市）【再掲】 

 

〇広報誌での注意喚起（大井町） 

 

〇下校ふれあい活動（湯河原町、湯河原町立湯河原中学校で実施） 
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重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○令和元年度青少年の健全育成を進める県民大会の開催（神奈川県、7

月 6日、茅ヶ崎市民文化会館、参加者 383名）【再掲】 

 

○内閣府作成ポスター掲示（神奈川県）【再掲】 

 

〇県内の高校・大学でデートＤＶ防止啓発講座を実施（神奈川県） 

 

〇県内の高校 1年生へデートＤＶ防止啓発冊子を配布（神奈川県） 

 

○非行防止教室（神奈川県警察、実施回数 266回）【再掲】 

 

○サイバー教室（神奈川県警察、開催回数 203回）【再掲】 

 

○高校生による非行防止教室（神奈川県、神奈川県警察、開催回数 11

回、開催場所 県内の小学校３校、中学校１校、学童５箇所、その他

２箇所）【再掲】 

 

○児童・生徒による非行・被害防止サミット（神奈川県警察、開催場所 

港南区、神奈川区、参加校 中学校 12校、小学校２校）【再掲】 

 

○相談機関紹介カードやチラシの配付等、相談窓口の広報（神奈川県、

海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、大磯町、湯河原町） 
 

〇犯罪被害者等支援相談（川崎市、ＨＰに掲載）【再掲】 

 

○青少年教育カウンセラーによる相談支援（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（相模原市（メール相談含む）、平塚市） 

 

〇生徒指導主任会の開催（相模原市、関係諸機関からの情報提供・連絡

報告、各中学校との情報交換）【再掲】 

 

〇いじめ相談ダイヤル（年間）（相模原市） 

 

〇学校教育課人権・児童生徒指導班への保護者、児童・生徒等による相

談に対する対応（年間）（相模原市） 

 

○青少年相談(平塚市、大和市、海老名市) 

 

○第一回平塚地区生徒指導連絡協議会（高等学校）（平塚市） 

 

〇青少年にとってのよい環境を考えるつどい（藤沢市）【再掲】 

 

○市庁舎への横断幕掲示（秦野市）【再掲】 

 

○青少年問題を考える集会～現代社会における自殺対策の課題～（開成

町） 
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○青少年問題協議会（開成町） 

 

〇町広報紙による広報（湯河原町） 

※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。 


