
江東区青少年問題協議会
～ ひろげよう  心のネットワーク ～

江東区青少年健全育成基本方針・
推進要領及び事業要覧

〔令和3年度実績報告及び令和4年度実施計画〕





◉ 1

江東区青少年問題協議会は区長の附属機関であり、地方青少年問題協議会法（昭和28年法律第83号）に基づき設置され、青少年の指導、育成、保護及び矯正
に関する総合的施策を調査審議し、この施策の適切な実施を期するために関係機関相互の連絡調整を図ることを職務としています。

従前、毎年策定していた「江東区青少年健全育成基本方針」及び「江東区青少年健全育成推進要領」は、平成26年度より変更が必要になった際に江東区青少
年問題協議会において審議、策定していく方針に変更いたしました。また、江東区青少年健全育成重点取組事項については、令和4年2月10日の令和3年度第2回江東
区青少年問題協議会において令和4年度からの2年度分を定めました。

本書には令和3年度の事業実績と、「令和4・5年度江東区青少年健全育成重点取組事項」に基づく区並びに関係行政機関、関係団体が令和4年度に実施する事業
計画を掲載しています。

なお、事業実績・事業計画はともにその事業を所管する部署及び機関・団体に調査を依頼し、回答をいただいたものを編集して掲載しています。また、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により中止となった事業については「コロナウイルスの影響で中止」と表記しています。

1　対象事業
　　⑴　こどもを対象とする事業
　　⑵　若者を対象とする事業
　　⑶　親子を対象とする事業
　　⑷　保護者・関係者を対象とした健全育成に係る事業

2　事業名、事業の内容、対象などは原則令和3年度を基に表記しています。

3　主催者名や関係団体名の一部を省略して表記したものがあります。
　　例）江東区青少年対策○○地区委員会 → ○○地区委員会　　　○○ジュニアリーダーズクラブ → ○○JLC

4　令和3年度実績（参加者数等）について、調査時点（令和4年2月1日）の関係上、年度途中のものがあります。

5　表中の小学生と児童、親と保護者などの表記は、調査に回答のあった部署、機関・団体の回答を尊重し、統一していません。

【用語について】
青少年：  　乳幼児期から青年期までの者。内閣府は乳幼児期からポスト青年期までを広く支援対象とすることを明確にするため、平成21年7月「子供・若者育成支援推進法」

を制定した。地方自治体は「子供・若者育成支援推進大綱」により「青少年」に代えて「子ども・若者」という言葉を現在は用いつつあるが、江東区は「江
東区公文規程」により乳幼児期から思春期の者を総称して「こども」と表記しているため、「こども・若者」を用いている。

若　者：　思春期、青年期の者。施策によっては、40歳未満までのポスト青年期の者も対象となる。

は　じ　め　に

は　じ　め　に
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江東区青少年健全育成基本方針

趣　旨

こども・若者は、未来に向かって限りない可能性と活力を持つかけがえのない存在で
ある。

次代の担い手となるこども・若者が人間として尊ばれながら、未知の事柄や困難な状
況に挑戦し、試行錯誤を経て新たな能力を身につけ、自らの責任と役割を自覚し、国際
的視野を培い、自信をもって社会に羽ばたくことは私達大人の願いである。

こども・若者を健全に育成するねらいは、地域のネットワークの中でこども・若者が自
分の存在を大切に思う感情や他者を思いやる心を育み、自己を確立し、社会のよき形
成者として人間性豊かに成長することにある。社会全体が分野等を超えて互いに連携、
協力し、一人一人の状況に応じた支援をきめ細やかに行うとともに、こども・若者と大人
がお互いに尊重しあい、社会を構成する担い手として共に生きられる社会を目指していく
ことが重要である。また、大人自らが姿勢を正し、責任を自覚して、こども・若者の模範
となるよう努めるとともに、大人社会のあり方を見直す取り組みを進めることも忘れてはな
らない。

江東区では、以下の重点目標を掲げ、家庭・学校・地域・行政・関係団体が十分
な連携を図り、次代を担う青少年健全育成のための取り組みを推進していく。

重点目標

1 健全で安全な社会環境づくりの推進
2 明るく温かい家庭づくりの推進
3 非行防止と社会的支援の推進
4 自主活動･社会参加活動の推進

1 健全で安全な社会環境づくりの推進
⑴ 　青少年が情報リテラシーを身につけ情報モラルを高めることで、インターネット等の通

信メディアを有効に使いこなす能力を養う。また、ネット情報等を地域防犯に活用する
とともに、犯罪・事故・災害等の危険から自分や他者を守る能力を養うための、安全
教育に取り組む。

⑵ 　こどもに有害な不健全図書を規制するとともに、深夜営業店・事件を誘引しやすい
場所の、犯罪防止に向けたパトロールの充実、強化を図るなど地域の防犯意識を高
める。また、交通事故等を未然に防ぐ啓発事業の拡大も図る。

⑶ 　大規模な災害時には地域コミュニティの果たす役割は重要である。こどもが遊びや
地域の人 と々のふれあいを通じて社会性を身につける機会を拡充し、地縁的な結びつ
きの強化を図るなど地域で「自助・互助・共助」の意識を育てる。
行動目標

① 　こども・若者を有害環境から守る取り組みの強化とメディア環境を有効に使う
能力を養う

②　こども・若者の危機回避能力を育成する
③　こども・若者の目線に立った安全な社会環境づくりを推進する
④　地域コミュニティの活動を推進し、地域教育力を高めていく

2 明るく温かい家庭づくりの推進
⑴ 　家庭には、こども・若者がひとりの人間として生きるための基礎的な資質や能力を培

う役割があり、家庭を安心できる居場所として意識できる信頼関係を築くよう努めるこ
とが大切である。核家族化や少子高齢化を背景に、孤独な子育てに育児不安を抱
えている親や養育困難な家庭等に対し、児童虐待の未然防止や早期発見を目的とし
た区や関係機関との連携の強化・経済的支援など地域での子育て支援を充実すると
ともに、子育てに関する情報や学習機会の提供、相談体制の充実などきめ細やかな
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家庭支援を推進する。
⑵ 　親子のコミュニケーションにより「親から愛されている」「親は自分を信頼している」

といった思いがこども自身の「自尊感情」を育て、非行化を抑制すると考えられている。
家族のコミュニケーションを図る家族だんらんの時間を設けるよびかけを推進する。

行動目標

①　子育てに不安や困難を抱える家庭を支援する
②　家族の絆を深め、安らぎのある楽しい家庭をつくる取り組みを推進する
③　家庭教育力の向上を図る
④ 　早寝・早起き・朝ごはん・毎日のあいさつなどの基礎的な生活習慣を身に付け

させる

3 非行防止と社会的支援の推進
⑴ 　規範意識の希薄化が万引きや窃盗、薬物乱用等の非行化の原因と言われる。「規

範意識」の醸成には、こども自身が自分を価値ある存在で大切だと思う感情を育み、
自分以外の他者や社会に対し、肯定的な感情を持てるように育てることが大切である。

⑵ 　いじめの問題は、社会全体の問題であり、こどもの健全な育成にかかわる問題で
ある。こどもの尊厳を保持するため、教育委員会、学校、家庭、地域住民その他の
関係機関が相互に連携し、いじめの防止等のための対策を推進する。

⑶ 　少年非行を未然防止するには、保護者やまわりの大人たちがこども・若者に関心を
持ち、金銭の浪費や夜遊び、深夜徘徊、無断外泊、万引きなどの問題行動の早期
発見、早期対応が必要である。また、地域の商店等の協力を得て問題行動を起こし
にくい環境の整備を進める。さらに、悩みを持つこどもやその家族に対し、適切な相談・
助言を行うために学校、地域、関係機関の連携による相談体制の整備に努める。

⑷ 　不登校、ひきこもりは登校や活動を強制して解決できる問題ではない。また、若年
層の自殺などの問題は、学校のような特定の集団内だけでなく、家庭内の環境が原
因となる場合もある。すべてのこども・若者の人間的成長を保障するため、一人一人
に合わせた対応のできる相談機関が必要である。こども・若者が自らもつ自己回復力
や自己成長力を信頼し、この力が発揮できるように援助していく。また、家族を含め、
困難を有するこども・若者の社会的孤立を防ぐために、今後、様 な々機関の連携によ

る相談、助言など、地域の人 と々連携した体制を整える。
行動目標

①　こども・若者の規範意識を育てる
②　いじめの早期発見・早期対処に努める
③　こども・若者の非行防止・薬物乱用防止に取り組む
④　困難を抱えたこども・若者を支援する

4 自主活動・社会参加活動の推進
⑴ 　ボランティア活動や職業体験、自然体験、芸術文化活動、スポーツ・レクリエーショ

ン活動など、こども・若者の成長に欠かせない実体験活動を推進する。また、挑戦
する意欲の醸成に努めるものとする。青少年の育成について学校、家庭、地域社会
が連携協力して取り組むことが重要である。また、ジュニアリーダー活動をはじめとし
た体験活動を通し、自主性や社会性が身に付くよう、異年齢・世代間の交流を図る
工夫を盛り込むなど地域ぐるみでこども・若者を育てる体制を整えていく。

⑵ 　こども・若者の屋外活動や体を動かす機会の減少をはじめ、インターネット等のICT化、
夜型生活は、体力の低下や心身の不調を生む原因となっている。スポーツを通じ、体
力の向上と心身の健全育成を図るとともに、他者との交流や社会参加を推進していく。

⑶ 　こども・若者の健やかな成長・発達を社会全体で支えるために、関係機関の機能
を強化し、ジュニアリーダーなどの地域に必要な多様な担い手の育成を推進する。こ
ども・若者を指導する者への適切な情報提供と問題の共有化を図るとともに、指導者
の養成や研修を行っていく。また、ひきこもりや就職できない若者に対する支援に取り
組む。

行動目標

①　こども・若者にボランティア活動や自然体験等、実体験活動をさせる
②　スポーツを通じてこども・若者の体力の向上および心身の健全育成を図る
③ 　こども・若者に居場所や活動場所の提供および地域に必要な担い手の育成に

取り組む
④　就職支援とキャリア教育の充実を図る

江東区青少年健全育成基本方針
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江東区青少年健全育成推進要領

江東区青少年健全育成基本方針に基づき、こども・若者育成支援施策を効果的か
つ強力に推進するため、本要領を策定する。

1 推進の方法
青少年を取り巻く社会情勢は、大きく変化し、青少年問題は複雑化している。すべて

のこども・若者が確かな社会生活を始めることができるよう一人一人の状況に応じたきめ
細やかな支援を行っていく。

大人自らがその責任を自覚し、こども・若者の模範となるよう努めることが肝要である。
家庭や地域における養育力の低下が指摘される中、社会全体でこども・若者を見守り、
育てる機能を果たしていかなければならない。家庭、学校及び地域等の様々な団体や
個人が互いに連携、協力し、一体となってこども・若者の育成支援を、青少年健全育
成基本方針のもとに推進していく。
⑴ 　江東区青少年問題協議会は、基本方針の実施に有効な広報資料の作成及び配

布を行う。
⑵ 　江東区の関係各部は、各々が担うこども・若者育成支援施策について、連絡調整

を図り、施策実現に努める。
⑶ 　青少年関係団体、及びその他の関係団体は、こども・若者育成支援施策につい

て評議し、各団体の活動目標に添うものを選定の上、地域と協力し効果的な自主的
活動を精力的に実施する。

⑷ 　推進機関、及び関係団体は、全国的に統一して行われる「青少年の非行・被害
防止全国強調月間」・「社会を明るくする運動」（7月）、及び「子ども・若者育成支
援強調月間」（11月）を踏まえ、年間の事業計画を立案する。

2 推進機関及び関係団体
⑴推進機関

①江東区　②江東区教育委員会　③警察署　④木場公共職業安定所
⑤東京家庭裁判所　⑥東京保護観察所　⑦東京都江東児童相談所
⑧大学　⑨高等学校　⑩中学校　⑪小学校　⑫幼稚園　⑬その他

⑵関係団体
①青少年対策地区委員会　②保護司会　③民生・児童委員協議会
④東京都薬物乱用防止推進江東地区協議会　⑤青少年委員会
⑥スポーツ推進委員会　⑦小学校PTA連合会　⑧中学校PTA連合会
⑨少年団体連絡協議会　⑩町会・自治会　⑪防犯協会連合会
⑫商店街連合会　⑬女性団体　⑭その他

3 事務局
江東区青少年課

江東区青少年健全育成推進要領
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令和4・5年度江東区青少年健全育成重点取組事項

1 令和4・5年度の方向性
青少年健全育成基本方針の重点目標を踏まえた令和4・5年度の重点取組事項の方

向性は、あらかじめ青少年問題協議会常任委員の意見を聴取し、より青少年健全育成
の実態に即したものとなるよう策定した。従前、4つある行動目標より2つを選定し策定し
ていた重点取組事項であるが、どの取り組みに関しても青少年の健全育成を推進するう
えで重要かつ必要不可欠であることに鑑み、すべての行動目標に対して重点取組事項
を策定する形に変更した。

2 令和4・5年度 青少年健全育成重点取組事項

特に基礎的な生活習慣を身に着けることや、ボランティア活動の促進や自然体験等に
積極的に参加できる機会を充実させることに重点を置き、心身の健全育成を図るとともに、
これらの取り組みを親子や地域ぐるみで行うことにより、家庭や地域との絆を深められるよ
う取り組んでいく。また、ひきこもりの潜在化や長期化、いじめ、不登校などの問題につ
いては、本人のみならず家族等への支援を強化していくほか、民法改正により令和4年
4月からは18歳で成年として自己決定権を行使し得ることから、危機回避のための情報リ
テラシーおよび情報モラルを習得できるよう、さらなる取り組みを推進していく。

重点目標 行動目標 令和４・５年度 重点取組事項
1.   健全で安全な社

会環境づくりの
推進

① こども・若者を有害環境から守る取り組みの強
化とメディア環境を有効に使う能力を養う

・ ＳＮＳ等のコミュニティサイトをはじめ、携帯・スマホ等の安全・安心な使い方、ネット社会でのルールやマナーを習得するための取り組みを進める。

②こども・若者の危機回避能力を育成する ・ 体験活動や体験型啓発事業を通じて、災害対策や交通ルールの重要性を学び、こども・若者が危機回避能力を身につけられるよう支援する。
③ こども・若者の目線に立った安全な社会環境

づくりを推進する
・ 地域パトロール等の実施をとおして関係機関・団体の連携を強化し、地域が一体となって安全・安心な環境づくりを進める。

④ 地域コミュニティの活動を推進し、地域教育力
を高めていく

・ 地域で子ども・若者が実施するイベント・活動を支援するとともに、関係機関の連携を強化する取り組みを進める。

2.   明るく温かい家
庭づくりの推進

① 子育てに不安や困難を抱える家庭を支援する ・ 関係機関が連携し、児童虐待を未然に防止、早期発見に努めるとともに、児童虐待の迅速かつ的確な対応を進める。
② 家族の絆を深め、安らぎのある楽しい家庭を

つくる取り組みを推進する
・ 親子で地域行事に参加したり、趣味やスポーツを行ったりすることで、絆を深め家庭がこどもにとって最も心地よい居場所となるよう取り組みを進める。

③家庭教育力の向上を図る ・ 様 な々家庭教育の学習機会を通じて、地域で子育てや親の役割について相談し、学びあう関係が構築できるよう支援する。
④ 早寝・早起き・朝ごはん・毎日のあいさつなど

の基礎的な生活習慣を身に付けさせる
・ あいさつや食事など、自身の日常生活に目を向ける機会を提供することで、規則正しい生活習慣を習得・継続できるよう取り組みを進める。

3.   非行防止と社会
的支援の推進

①こども・若者の規範意識を育てる ・ こども・若者が自己肯定感や他者を思いやる力、協調性・社会性を育む取り組みを進める。
②いじめの早期発見・早期対処に努める ・ いじめの防止や早期発見に繋がるような校内環境の整備および、こどもがいじめの解決に必要な資質や能力を育成するための活動等を推進する。
③ こども・若者の非行防止・薬物乱用防止に取

り組む
・ こども・若者が薬物に関する正しい知識を習得し自分の身を守れるよう、薬物乱用防止教室や街頭啓発活動を積極的に行い、薬物乱用を未然に

防止する取り組みを進める。
④困難を抱えたこども・若者を支援する ・ 不登校やひきこもりなどの困難を抱えたこども・若者の社会的孤立や自殺を防ぐために、相談機能の充実や関係機関・団体との連携を図り、自立へ

の支援を進める。
4.   自主活動・社会

参加活動の推進
① こども・若者にボランティア活動や自然体験等、

実体験活動をさせる
・ こども・若者に多様な実体験活動の機会を提供し、視野を広げるとともに、同年代の仲間と時間を共有することで、こども・若者が自主性や社会性

を身につけられるよう支援する。
② スポーツを通じてこども・若者の体力の向上お

よび心身の健全育成を図る
・ スポーツに親しめる環境を整え、スポーツの魅力を伝える取り組みを進める。

③ こども・若者に居場所や活動場所の提供およ
び地域に必要な担い手の育成に取り組む

・ こども・若者が家庭、学校、職場以外で人との関わりを通じて、安らぎや学び、自己有用感などが増進されるような居場所づくりを進める。

④就職支援とキャリア教育の充実を図る ・ 関係機関と連携を図り就業体験やセミナーを実施することで、こども・若者が自分の進路を自由に思い描けるよう就学・就職支援を進める。
※行動目標の番号①～④は、P2・3江東区青少年健全育成基本方針に記載されている行動目標の番号による。

令和4・5年度　江東区青少年健全育成重点取組事項
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1　健全で安全な社会環境づくりの推進

（1）こども・若者を有害環境から守る取り組みの強化とメディア環境を有効に使う能力を養う
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

情報モラル教育 児童生徒が、情報社会で適正な活動を行うため、「情報
社会の倫理」「法の理解と遵守」「安全への知恵」「情報
セキュリティ」「公共的なネットワーク社会の構築」の5分野
について、「SNS東京ノート」等を活用し、指導する

指導室 学校 通年実施
区立学校全校

通年実施予定

セーフティ教育 犯罪被害防止、非行防止、ハイテク犯罪防止等の学習
保護者、地域、関係機関と学校がこどもの安全を考える
場

学校、深川・城東・東京湾
岸警察署ほか

通年実施
全児童・生徒

警察のフィルタリング対策 インターネットを利用したトラブルや犯罪被害の実例を説
明し、スマートフォン等のフィルタリングサービス活用を促
進する

a. 深川警察署
b. 城東警察署 
c. 東京湾岸警察署

小・中PTA、
学校関係者

通年実施
a. 2校　220名
b. 1校　107名
c. 2校　36名

通年実施予定

大学の新入生オリエンテー
ション

ネットエチケット及びネットリテラシーに関するSNS講習の
実施

東京有明医療大学 東京都消費生活総合セン
ター

コロナウイルスの影響で中
止

未定

ローンやクレジットなど、金融トラブルに関する対策講座の
実施

東京有明医療大学
学生課

6月9日 60名
（授業で実施）

SNSとの上手なつきあい方講
演会

今だからこそ考えたい!ネット・SNSの賢い使い方 芝浦工業大学附属中学高
等学校

学校関係者 10月　中学1年生
160名

11月

高校のセーフティ教室 保護者、地域関係者と学校との協議 江東商業高校 城東警察署、亀戸四丁目
町会

コロナウイルスの影響で中
止

12月中旬

高校において特別授業を開催し、携帯、SNSの安全、安
心な使い方を学び、インターネット犯罪被害の防止及び情
報リテラシーの向上に努める

a. 第三商業高校（定時制）
b. 大江戸高校
c. 中村中・高校
d. 中央学院大学中央高校
e. かえつ有明中・高校
f. 城東高校

NTTドコモ、通信会社、
NPO等民間団体
b. 通信会社（KDDI）
c. アディッシュ株式会社
d. 通信会社（NTTドコモ）

a. 中止
b. 3月16日　400名
c. 中止
d. 中止
e. 中止
f. 未実施

a. 11月8日
b. 3月16日
c. 2学期
d. 4月19日、5月27日
e. 未定
f. 7月

（2）こども・若者の危機回避能力を育成する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

交通安全運動、交通安全キャ
ンペーン

交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付
けるよう交通安全意識の普及・浸透を図る

交通対策課 江東区交通安全協議会 4・9・12月 4・9・12月

交通安全の啓発 交通安全啓発資料・資材の配布 4・7・9月 4・7月
交通安全運動啓発コーナー 交通安全運動及び交通安全に関する展示を行い、来庁

者に対する交通安全意識の向上と事故防止の重要性に
ついての自覚・認識を促す

4・9月 4月・9月
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（2）こども・若者の危機回避能力を育成する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

交通安全啓発おはなし会 図書館のお話会の時間を利用し交通安全に関連した
ルールやマナーの啓発を行う

交通対策課 各図書館 4・10・11月　247人 4月・9月

交通安全教室 自転車シミュレータ を用いた自転車の安全利用啓発を実
施

a. サイカパーキング株式会
社、財団法人自転車駐車
場整備センター
b. 東京都、中央自動車学校

a. 中止（こどもまつり）
b. 中止（区民まつり）

a. 5月15日（こどもまつり）
b. 10月15・16日（区民まつ
り）

警察の交通安全教室 交通安全意識の普及・浸透を図ることを目的とした事業
・ 講話・ビデオによる啓発教室、キャンペーン
・ 自転車利用時の危険性や交通事故原因を学び、交通

安全意識を高める講演会を開催
・ 交差点等横断歩道横断手旗による実技指導
・ 自転車シュミレータを活用した自転車の交通ルールや

マナーを学ぶ実技講習

深川・城東・東京湾岸警察
署 
日本交通安全教育普及協
会

区立小・中学校、義務教育
学校
区内都立高校（8校）
区内私立中・高等学校

・かえつ有明中・高校
・中央学院大学中央高校

通年実施

区立小・中・義務教育学校　
135校　11,816名

通年実施予定

安全指導 安全な生活や行動をできるように理解を深め、能力を養う 幼稚園、小・中学校・義務
教育学校

指導室 通年実施 通年実施予定

自転車安全教室 講習会・実技・ペーパーテストを実施するとともに、修了者
に対して、「自転車運転免許証」を交付する

交通対策課 警察・小学校・PTA 4～12月　3,825名 通年実施予定

交通安全教室 ドライバー・自転車・歩行者から見た交通安全と自転車を
取り巻くリスクと問われる責任を学ぶ

大江戸高校 （公財）日本自動車教育振
興財団

4月14日　614名 4月14日

スタントマン活用自転車安全
教室

警察官による交通安全講話とスタントマンによる交通事故
の再現、自転車実技教室等を組合わせた体験型交通安
全啓発授業

a. 交通対策課
b. かえつ有明中・高
c. 第三商業高校（定時制）
d. 科学技術高校
e. 墨田工業高校
f. 城東高校

a. 深川・城東・東京湾岸警
察署、区立中学校、区内都
立高校、中央自動車学校
b. 東京湾岸警察署
c. 深川警察署
f. 城東警察署

a. 6～12月　2,569名
b. コロナウイルスの影響で
中止
c. 11月11日　60名
d. 6月24日　209名
e. 未実施
f. 未実施

a. 通年実施予定
b. 4月中旬
c. 6月1日
d. 中止（開催が1回/3年の
ため）
e. 5月
f, 9月

高校が行う体験事業 地域と連携した防災訓練 城東高校 城東消防署
大島三丁目町会

10月

（3）こども・若者の目線に立った安全な社会環境づくりを推進する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

江東区安全・安心パトロール
団体の登録と資機材の支給

月1回以上3年以上継続してパトロールのできる5人以上
の団体に資機材を支給

危機管理課 深川・城東・東京湾岸警察
署

通年実施　登録275団体 通年実施予定

生活安全ガイドブックの配布 小中学校にガイドブックを配付 通年実施
江東区青色パトカーによる防
犯パトロール

区が委託する青色パトカー3台で、夜間帯に巡回パトロー
ルをする

通年実施　3車両（毎日）

地域安全マップ作り出前支援 安全マップづくりを行う 1校4クラスで実施
こうとう安全安心メールの配
信

危険情報や防犯対策等をメール配信（要事前登録） 通年実施
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（3）こども・若者の目線に立った安全な社会環境づくりを推進する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

こどもまつり、区民まつり等
で安全安心啓発活動

こどもまつりにおいて「こうとう安全安心メール」のQRコー
ドが印刷されたヘリウム風船を配布するとともに、各種防
犯リーフレットや広報啓発グッズを配布
防犯啓発文入りのトイレットペーパーやキッチンペーパー
を配布するとともに、特殊詐欺等の被害防止を呼びかけ

危機管理課 深川・城東・東京湾岸警察
署

コロナウイルスの影響で中
止

区民まつりに一部参加、こ
どもまつりは不参加予定

防犯カメラ整備に伴う助成 都の補助事業（地域における見守り活動支援事業、防犯
設備の整備に対する区市町村補助金）を活用し、町会・
自治会・商店街が行う防犯カメラ整備費用の一部を助成

危機管理課・東京都
（都との連携事業）

7月（見守り事業）8団体31
台
9月（防犯設備事業）1団体
1台

7月（見守り事業）
9月（防犯設備事業）

防犯カメラ維持管理経費等補
助事業

補助を受けて設置した防犯カメラについて、電気代・電柱
使用料や、保守・修理費用を補助

危機管理課 危機管理課・東京都
（都との連携事業）

通年実施 通年実施予定

町会近隣地域のパトロール 児童生徒登校時の安全確保のため、毎朝町会住民有
志が通学路パトロールを実施

亀戸四丁目町会 江東商業高校、城東警察
署

通年実施 通年実施予定

交差点等横断歩道横断手旗・
容器維持管理

小中学校近くの横断歩道に横断手旗の入った容器の設
置とその維持管理

交通対策課 通年実施　20箇所 通年実施予定

駅前放置自転車クリーンキャ
ンペーンの実施

駅周辺放置自転車にかかる啓発及び撤去活動 鉄道事業者、指定管理者、
深川・城東・東京湾岸警察
署

10月25、26、28、29日　4駅
で13台撤去

10月下旬

警視庁少年育成課の事業 少年の健全な育成をめざす全都大会
（学生らによる意見発表会及び有識者等による講話）

警視庁少年育成課
（※深川・城東・東京湾岸
警察署）

警視庁少年育成課、江戸
川少年センター、深川・城
東・東京湾岸警察署

コロナウイルスの影響で中
止

未定

親と子の警察展
（有識者等による健全育成に係る講話、その他資料等の
展示）

コロナウイルスの影響で中
止

11月

東京少年柔道剣道練成大会
（各署の少年柔道部員及び剣道部員による柔道剣道試
合等）

警視庁少年育成課 警視庁少年育成課、江戸
川少年センター、深川・城
東・東京湾岸警察署

コロナウイルスの影響で中
止

7月

砂町・南砂地区委員会の環境
浄化推進運動

青少年健全育成、非行防止のスローガン、不健全図書追
放運動の実施

砂町・南砂地区委員会 城東警察署、町会・自治会、
青少年育成関係団体

7月9日
コロナウイルスの影響で中
止

7月

白河地区委員会の環境実態
調査

夏休み・春休み期間中の地区内パトロールによる青少年
の非行防止、環境改善の実施

白河地区委員会 深川警察署 a. 7月21日　18名
b. 3月25日（実施前）

7月・3月

富岡地区委員会の環境実態
調査

夏休み・春休み期間中の地区内パトロールによる青少年
の非行防止、環境改善の実施

富岡地区委員会 8月6日　28名 8月上旬

富岡地区委員会の連絡会議 PTA校外部とのパトロール情報の共有及び対策につい
ての協議

小・中PTA、
学校関係者

9月11日　35名 9月上旬

地区委員会による青色防犯パ
トロールカーでのパトロール

地区内の児童生徒の様子見守り及び安全確認のため、
深川防犯協会所有の青色回転灯搭載パトロールカーに
よる巡回をおおむね、午前・午後・夜間の3パターンで実施

富岡地区委員会 深川防犯協会、
深川警察署

53回・延144名
（R3.6,9,12計）

6・9・12・3月

地区内の児童生徒の様子見守り及び安全確認のため、
深川防犯協会所有の青色回転灯搭載パトロールカーに
よる巡回を実施

豊洲地区委員会 8・11・2月（月2～3回程度）を
予定も、8月及び11月は中
止。   

8・11・2月



◉ 91　健全で安全な社会環境づくりの推進

（3）こども・若者の目線に立った安全な社会環境づくりを推進する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

地区委員会による青色防犯パ
トロールカーでのパトロール

地区内の児童生徒の様子見守り及び安全確保、注意喚
起を目的とし、深川防犯協会所有の青色回転灯搭載パト
ロールカーによる小中学校登下校時間帯の巡回を実施

東陽地区委員会 深川防犯協会、
深川警察署

4・7・10・1月（日曜日を除く毎
日）　1回2～3名

4・7・10・1月

砂町・南砂地区委員会の環境
浄化推進一斉パトロール

青少年の健全育成と非行防止を目的に、環境浄化パト
ロールを実施

砂町・南砂地区委員会 管内小学校PTA 7月20日
コロナウイルスの影響で中
止

7月

公園等こどものための環境整
備

安全でこどもの心身の発達を促がす、公園・児童遊園の
設置

河川公園課、施設保全課 通年実施　266か所
（ボート場は4～11・3月）

通年実施　266か所
（ボート場は4～11・3月）

遊び場維持管理事業
（都有地を一時使用で、幼児・児童・生徒の遊び場として
開放）

通年実施　10か所 通年実施予定

健全育成啓発物の配布 青少年健全育成と非行防止、「家庭の日」の周知を図る
各種啓発物を作成し配布する

青少年課 青少年問題協議会 通年実施 通年実施予定

健全育成卓上カレンダー作成 テーマに沿った絵画、作文・詩、俳句・川柳などの作品を
募集してカレンダーを作り、区民に配布することにより青少
年健全育成施策の地域理解を広める

12月　37,000部 12月

広報紙「きずな」の発行 区の方針の周知を図るとともに、健全育成に関する情報を、
こどもや保護者、区民に提供し、健全育成の向上を図る

7月（年1回）45,000部　 7月

こども110番の家 商店や民家の協力を得てこどもたちが身の危険を感じた
ときに緊急避難できる場所を指定し、こどもの安全を確保
する

青少年健全育成各関係団
体

通年実施　2,867件 通年

子供・若者育成支援強調月間 11月を「子供・若者育成支援強調月間」と定め、広報、啓
発、事業等を集中実施することにより、子供・若者育成支
援に対する理解を深めるとともに、各種活動への積極的
な参加を促し、国民運動の一層の充実と定着を図る

内閣府 青少年課、青少年健全育
成各機関・団体、深川・城
東・東京湾岸警察署

11月 11月

（4）地域コミュニティの活動を推進し、地域教育力を高めていく
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

民生・児童委員、児童相談
所、学校、子ども家庭支援セ
ンター等の関係機関による地
区連絡協議会

児童問題の情報交換・協議等を行い理解を深め、協働
関係を強化し、児童福祉の向上を図る

民生・児童委員協議会 福祉課 11月（参加者38名） 年度内

青少年交流プラザまつり 中・高校生を中心としたボランティアによる企画・運営で各
種イベントを実施
青少年交流プラザで活動している団体の成果発表や作
品展示、飲食可能な屋台などを出店

青少年交流プラザ 青少年交流プラザ登録・利
用団体、江東JLC、亀戸第
三児童館

コロナウイルスの影響で中
止

未定

江東こども文化祭 「交流」をテーマに、次の世代を担うこどもたちが一堂に
会し、舞台発表・展示発表・体験に分かれて、日頃の成果
を披露する

江東区文化センター 江東区書道連盟ほか 11月9日～14日　
※コロナウイルスの影響で
展示発表会、映画会のみ
開催

11月27日



10 ◉ 2　明るく温かい家庭づくりの推進 

2　明るく温かい家庭づくりの推進 

（1）子育てに不安や困難を抱える家庭を支援する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

こども家庭支援課の事業 児童虐待の防止、早期発見に努めるため児童相談所、
保健・医療・福祉の各関係機関と連携し迅速かつ的確な
対応を図る

こども家庭支援課 児童相談所、児童館、保育
園、学校、保健所、保健相
談所、子ども家庭支援セン
ター、医師会、警察署等

児童虐待相談
新規受理数267名

（R3.4～R4.1）

通年実施予定

こうとう子育てメッセ
（子育てが孤立しがちな保護者へ地域の子育て支援情
報を発信して子育てを支援する、児童虐待予防を目的と
したイベントを実施）

一般社団法人ママリングス 一般社団法人ママリングス 事業終了 なし

南砂こども家庭支援センター
の虐待防止事業

ホットラインの設置
（児童虐待の迅速かつ的確な対応、相談支援を目的と
し、児童虐待に関する専用電話を設置）

南砂子ども家庭支援セン
ター

児童相談所、児童館、保育
園、学校、保健所、保健相
談所、子ども家庭支援セン
ター、医師会、警察署等

児童虐待相談
新規受理数396名

（R3.4～R4.1）

通年実施予定

親子サロン 未就園児と保護者が年令別クラスで、遊びや物づくりなど
を通じ交流を深める

有明教育芸術短期大学 通年実施　0組
※コロナウイルスの影響で
中止

未定

子ども発達相談 しつけ、性格・行動、発達の遅れや障害、保育・教育に関
する相談等

通年実施　0件 廃止

親子相互交流セラピー
 （PCIT）

子どもにきつく当たる親や、問題行動の目立ってきた子ど
もに対し、親子で遊ぶ場を設定し、その関係に介入しコー
チングして親子関係の再構築を目指す

武蔵野大学心理臨床セン
ター子ども相談部門

武蔵野大学心理臨床セン
ター

通年実施
延べ0回　

通年実施予定

（2）家族の絆を深め、安らぎのある楽しい家庭を作る取り組みを推進する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

「家庭の日」の啓発 明るく温かい家庭づくりを推進するために設定された「家
庭の日」【毎月第3日曜日】を区HP掲載等により周知を図る

青少年課、青少年問題協
議会

青少年健全育成各関係団
体

通年実施 通年実施予定

各児童館の事業 季節行事
（ひなまつり、七夕、クリスマス等を親子で楽しむ行事

各児童館 通年実施 通年実施予定

子育てひろば
（幼児の集団生活体験と親子の交流）

通年実施
親子利用者　150,639名

（4～1月）
菖蒲湯の日 「菖蒲湯」で公衆浴場の無料開放を実施

敬老の日（敬老の日に公衆浴場の無料開放を実施）
柚子湯 （冬至の日に公衆浴場の無料開放を実施）

消費者センター 江東浴場組合 菖蒲湯の日、敬老の日、柚
子湯は、コロナウイルスの
影響により、通常営業の中
で実施（有料）

5月5日（こどもの日）
9月19日（敬老の日）
12月22日（冬至）

銭湯の日 銭湯の日に公衆浴場の無料開放を実施 コロナウイルスの影響によ
り、通常営業の中で実施
（有料）

10月10日



◉ 112　明るく温かい家庭づくりの推進 

（2）家族の絆を深め、安らぎのある楽しい家庭を作る取り組みを推進する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

江東区文化センターの親子事
業

大盆踊り大会 江東区文化センター 東陽四丁目連合会ほか コロナウイルスの影響で中
止

8月6・7日

春ぶん（春のぶんか祭） 3月13日　実施予定 3月12日
森下文化センターの親子事業 深川体験わーるど

（「和」と「モノ作り」がテーマの館まつり）
森下文化センター 7月18日　590名 7月17日

夏休み　こどもマンガ工房 8月17日、18日　43名 8月9日、10日
ファンタジーコンサート

（親子で楽しめるコンサート等企画）
7月18日　136名 未定

森下フェスティバル 
（体験教室、イベント等）

2月27日　予定 2月26日

みる・おどる!楽しくバレエ体験 東京シティ・バレエ団 7月17日
豊洲文化センターの親子事業 コンサート・バンビーニVol.15 豊洲文化センター 一般財団法人東京シティ・

フィル財団
6月12日　271名

（2回公演）
6月11日

親とKidsのクラシック
（豊洲フェスタ）

江東区音楽家協会 10月23日　104組
（2回公演）

10月22日

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団による未就学児
のためのクラシックサロン

（2～3歳を対象に、ピアノ、弦楽器、管楽器、打楽器の生
の音に触れる講座）

東京シティ・フィルハーモ
ニック管弦楽団

6～7月（全4回）
親子21組

実施予定なし

0歳からのコンサート
「親子でジャズ♪アニメから童謡まで」

赤ちゃんとの暮らし研究会 コロナウイルスの影響で中
止

コロナ影響が終息するまで
中止（共催相手方より申し
出）

亀戸文化センターのこどもの
ための事業

はねかめ2021
（こどもが楽しめる体験教室やカメリアホールでのパフォー
マンスショーなど）

亀戸文化センター 亀戸子ども会連合会ほか 7月10日　開催 7月10日

東大島文化センターのこども
のための事業

第6研修室から奏でるMyコンサート（3回）
（親子で楽しめるコンサート等）

東大島文化センター ※全て中止 4月～3月

砂町文化センターのこどもの
ための事業

ハンドメイドフェスin砂町
（手工芸教室や模擬店、手づくり一坪ショップ、こども落語
教室）

砂町文化センター 江東手工芸協会 12月5日　642名
（手工芸教室・手づくり一
坪ショップ・こども落語教室　
縮小して実施）

12月4日

こどもとアート～親子で造形コミュニケーション～
（こどもの心の発育や表現を知り、接する方法を学ぶ）

6月20日～1月9日　27名 5月15日～1月8日

砂町ファミリーコンサート
（親子観賞を目的としたコンサートや人形劇等を実施）

3月5日　実施前 9月24日

サマーフェスティバル
（夏休みの宿題に役立つ作品が作れる体験教室・こども
落語教室発表会を開催）

三遊亭楽天事務所 8月1日　496名
（体験教室と手づくり一坪
ショップ・こども落語教室の
み縮小して実施）

8月7日



12 ◉ 2　明るく温かい家庭づくりの推進 

（2）家族の絆を深め、安らぎのある楽しい家庭を作る取り組みを推進する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

総合区民センターの親子事業 夏休み手づくりパン教室 総合区民センター 8月14日・15日　12組 8月6日・7日
味わい名人になろう!　親子わくわくクッキング 12月19日～3月20日　6組 10月～3月
親子おさかな料理教室 一般社団法人大日本水産

会　魚食普及推進センター
7月3日・10日　6組 7月23日、30日

キッズタウンであそぼう 大島地区小中PTA協議
会

10月10日　190名 10月9日

ら・館まつり 3月6日　実施前 3月5日
トリオベール　ファミリーコンサート トリオベール 4月18日　189名 4月24日

0才からのジャズコンサート オフィスヨコタ 6月2日　278名 6月4日

ぴたりんがくだん　親子で楽しむ0才からのリトミックコン
サート

ぴたりんがくだん 11月20日　236名 12月

親子で楽しむポピュラーコンサート 東京シティ・フィルハーモ
ニック管弦楽団、東京シ
ティ・バレエ団

8月22日　196名 11月

中川船番所資料館の親子事
業

親子ハゼ釣り大会
（旧中川で親子でハゼ釣りを行い、親子のふれあいと水
辺の空間を楽しむ）

中川船番所資料館 ヒューマンアカデミーフィッシ
ングカレッジ

コロナウイルスの影響で中
止

9月23日　予定

謎スタ!秋の自然観察会
（親子ペアで、この時期にしか見られない旧中川・荒川周
辺の昆虫や植物観察を「謎解きスタディ」形式で実施）

ココペリプラス 10月24日　20名 10月

親子で学ぼう!おサカナまるごとウォっちんぐ
（煮干し（カタクチイワシ）を解剖し顕微鏡で観察し、魚の
体の仕組みを理解し、海の生態系を親子で学ぶ）

公益財団法人日本海事科
学振興財団　船の科学館

11月28日　13名 11月

地区委員会の親子事業 こまつばしスポーツ大会
（カローリング、ボッチャ等のニューレクリエーションスポーツ
を中心に、親子のふれあい、こどもの仲間づくりにつなが
る行事を実施）

こまつばしスポーツ大会実
行委員会

小松橋地区委員会、PTA、
ななすぽ、スポーツ会館

コロナウイルスの影響で中
止

6月

お楽しみ野外ゲーム大会
（地区内のこどもたちの交流、体力づくりを兼ねて、野外で
のゲーム大会を開催）

富岡地区委員会、少年団
体南部連合会 

コロナウイルスの影響で中
止

9月中旬

大島地区親と子のスポーツ教室
（パラリンピックの公式種目でもあるボッチャ大会を実施し、
家族の絆を深め、学校を越えた参加者間の交流を図ると
ともにパラリンピックへの理解を深める）

大島地区委員会 スポーツ推進委員会 中止 11月12日

親と子のスポーツ教室
（スポーツを通して心身等を鍛え、親と子のふれあいを図り
ゆとりある明るい家庭づくりを推進する）

大島、亀戸地区委員会 スポーツ推進委員会、亀戸
地区小学校PTA、亀戸ス
ポーツセンター 

コロナウイルスの影響で中
止

2月12日



◉ 132　明るく温かい家庭づくりの推進 

（2）家族の絆を深め、安らぎのある楽しい家庭を作る取り組みを推進する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

地区委員会の親子事業 親子スポーツフェア
（親と子で一緒にスポーツを行うことを通し、こどもと大人の
きずなをつくり、こどもを中心とした交流の場を設ける）

南砂地区委員会 PTA、中学生ボランティア、
砂町JLC、三砂中おやじの
会

コロナウイルスの影響で中
止

（10月24日開催予定）

10月下旬

夏休み親子花火大会
（手持ち花火を楽しめる場所を確保し、夏の風物詩であ
る花火を通じて親子のふれあいを図る）

豊洲地区委員会 深川消防団第10分団 事業中止 8月中旬～下旬

お正月親子凧揚げ大会
（凧揚げを楽しめる場所を確保し、正月の風物詩である
凧揚げを通じて親子のふれあいを図る）

豊洲文化センター、少年団
体連絡協議会江南連合
会、しおかぜJLC

1月8日開催予定も積雪の
影響により中止。なお、凧製
作キットは申込者へ事前に
配布。

1月上旬

スポーツ会館の親子事業 親子スイム①（第1,3,5土曜）、親子スイム②（第2,4土曜）
（親子のふれあいを大切に水慣れから水泳の基礎まで水
遊びを交えてやさしく指導）

スポーツ会館 コロナウイルスの影響で中
止

廃止

ひよこ体操教室 ［水曜］
（幼児が保護者と手遊びを行い、神経系の発達を促す）

廃止

バンビ体操教室 ［火曜、水曜］
（幼児が保護者と音楽に合わせた体操を行う）

第1期4月から（中止）
第2期9月から
第3期1月から

ママヨガ ［火曜、金曜］
（こどもと一緒に参加できるヨガ教室）

廃止

達人への道～空手道～ 空手道連盟 10月
深川スポーツセンターの親子
事業

ベビー体操教室 ［火曜①②、土曜］
（乳幼児期に必要な運動と遊びを行う）

深川スポーツセンター コロナウイルスの影響で中
止

開催曜日変更（火、金、土）
第1期4月～8月
第2期9月～12月
第3期1月～3月

ひよこ体操教室［金曜①②、土曜］
（手遊びや体操など音楽に合わせた運動）

コロナウイルスの影響で中
止

開催曜日変更（火、金、土）
第1期4月～8月
第2期9月～12月
第3期1月～3月

集まれ未来のクライマー
（親子クライミング）

6月27日　
2部制（1回）　合計40名

8月
※名称変更

親子かけっこ塾
（速く走るコツを学ぶ事業を実施）

3月を予定

ママエクササイズ&キッズ体操
（母子分離へのきっかけ作りとして、ママと子が一緒に来
館し、それぞれに別々の教室を受ける事業を実施）

7月を予定

コーディネーショントレーニング
（自身の体を思い通りに動かせるようにするための軽運動
を実施）

8月を予定



14 ◉ 2　明るく温かい家庭づくりの推進 

（2）家族の絆を深め、安らぎのある楽しい家庭を作る取り組みを推進する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

深川スポーツセンターの親子
事業

ハローハッピーベイビーズ
（現在0歳～未就学児を子育て中の家族を対象に、同世
代のこどもを育てているパパ、ママ達のふれあいの場を
提供する。ベビーマッサージ教室、育児エクササイズ等、
様 な々イベントを実施）

深川スポーツセンター 3月21日
（複数イベントで100名程度
を見込む）

9月を予定

有明スポーツセンターの親子
事業

ベビママ産後ビューティー
（ベビータッチや産後の体力回復のエクササイズ）

有明スポーツセンター コロナウイルスの影響で中
止

4月～3月

親子でオリパラ種目体験
（親子で楽しくオリパラ種目を体験する）

コロナウイルスの影響で中
止

10月

親子体操教室 ［1・2歳、2・3歳クラス］
（親子の触れ合いを大切に、体を動かす）

コロナウイルスの影響で中
止

4月～3月

親子で脳育体操
（脳が爆発的に成長するこの時期に運動神経を鍛える
体操を実施）

コロナウイルスの影響で中
止

4月～3月

田中光監修こども体操塾［3・4歳親子クラス］
（コーディネーション向上プログラムを中心に、マット運動、
跳び箱、鉄棒などのコツを指導）

コロナウイルスの影響で中
止

4月～3月

親子水泳教室［土曜A・B・C、日曜A・B］ コロナウイルスの影響で中
止
土曜B、日曜A・Bは計画中
止（新型コロナ対策による）

4月～3月

親子でかけっこ塾
（速く走るコツを学ぶ事業を実施）

7月を予定

東砂スポーツセンターの親子
事業

親子 deすくすく体操
（親子でボールや跳び箱を使って運動をする）

東砂スポーツセンター コロナウイルスの影響で中
止

廃止

親子 deニコニコ体操
（親子でマットや鉄棒を使って運動をする）

コロナウイルスの影響で中
止

3期開催予定、30回、定員
90人

ママヨガ
（こどもと一緒に参加できるヨガ教室で、産後の体でも無
理のない運動を行う）

通年3期で開催予定
30回、定員45人

親子でゆるスポチャレンジ
（親子で楽しめる「ゆるスポーツ（フリスビー、パラバルーン、
リバーシ、鬼ごっこ、等）」を実施）

未定

深川北スポーツセンターの親
子事業

コアラ体操教室
（柔軟体操、マットや跳び箱にチャレンジ）

深川北スポーツセンター 通年3期で開催予定
30回、定員75組

親子体操教室
（音楽や器具を使い親子で楽しく体操する）

コロナウイルスの影響で中
止

廃止

親子卓球教室
（親子で一緒に楽しみながら卓球の基礎を学ぶ）

コロナウイルスの影響で中
止

春～夏開催予定1回
定員15組
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（2）家族の絆を深め、安らぎのある楽しい家庭を作る取り組みを推進する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

赤ちゃんとママのケアエクサ
サイズ

赤ちゃんには発達に即したママの手技・筋膜リリース・ふ
れあい・抱っこによるバランス運動、ママには産後の回復
や乳房ケアなどに有効なエクササイズ、血流を促す有酸
素運動を行う

健康センター コロナウイルスの影響で中
止

開催会場が保健所・新型
コロナウイルス感染症対策
執務室となるため予定なし

親子でウォーキング 親子で参加できるウォーキング事業を実施 2月20日 未定
乳幼児栄養相談 離乳食から幼児期の完全食についての悩みや食事バラ

ンス等、管理栄養士よりアドバイスする（個別面談）
3月14日、27日

（定員14組）
未定

こども家庭支援課の親子事業 子ども家庭支援センター事業
（子育て相談、子育てひろば、育児に関する情報や学習
機会の提供、子育て関係機関の連携のための活動など
を幅広く取り組む）

子ども家庭支援センター全
6か所（深川北・豊洲・有明・
東陽・大島・南砂）
※4年度より住吉・亀戸新
規開設により全8か所となる
予定

通年実施
親子利用者数　延44,558
名

（4～1月）

通年実施予定
（全8か所）

KOTOハッピー子育てトレーニング事業
（「どならない・叩かない」適切なしつけスキルを学ぶ子育
て講座）　
a. 連続講座 2時間×全7回
b. 入門講座 2時間単発

a. 通年実施
（全8か所）
b. 随時実施

a. 通年実施予定
（全8か所）
b. 未定

小学生環境学習会 小学生と保護者向けに、環境施設見学や環境体験会を
実施

温暖化対策課 江東エコライフ協議会 ・ 夏休み
　コロナウイルスの影響で
　中止
・ 春休み
　3月　5組10名

・ 夏休み
　令和4年8月頃
・ 春休み
　令和5年3月頃

（3）家庭教育力の向上を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

男性に対する育児への参加促
進講座（男女共同参画学習事
業）

「パパのための子育て講座～戦略的家事育児シェア&
身近なもので遊びを生み出すコツ～」（全2回）
パパが家楽しく家事と子育てをするためのコツを学ぶ講
座。家事育児のシェアと、子どもとの時間を楽しむコツをお
子さんと遊びながら学ぶ

男女共同参画推進セン
ター

2月5日・12日
基準日時点で未開催

8月

男女共同参画学習講座（男女
共同参画学習事業）

「こどもを守る!ポジティブ性教育」
性について教える機会が少ない中、一番身近な保護者を
対象に、性に対して肯定的な価値観を持ち、トラブルから
子供を守るための講座

1月16日　16名 12月

「障害児（者）の親のための
講座」

講義を通して、障害児（者）の支援や自立等について一
緒に考えていく講座

障害者施策課 10月・11月
会場参加者　延べ105名
オンライン受講申込者
延べ119名

10月・11月実施予定
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（3）家庭教育力の向上を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

地区家庭教育学級 こどもの理解や親の役割について学ぶ学級 地域教育課、当該幼・小・中
PTA等と共催

5～12月
区立幼P3園、地域学校協
働本部2　計5団体（うち、3
団体オンライン）
参加者数　計330名

5～3月

家庭教育講演会 家庭の教育力向上をめざす講演会の開催 地域教育課、幼P連、小・中
P連と共催

幼P 11月　93名（オンライ
ン）
小・中P 12月　72名（オンラ
イン）

幼P 11月
小・中P 12月

小学生の親の家庭教育学級 小学生の発達を理解し、親の役割を学習する学級 地域教育課 7月・10月　71名 7月・10月
中学生の親の家庭教育学級 中学生の発達を理解し、親の役割を学習する学級 9～12月　33名 9～12月
幼児の親の家庭教育学級
春・秋コース

幼児の発達を理解し、親の役割を学習する学級 春コース（6月）　10名（コロ
ナ対策のため、オンラインで
1回のみ実施）
秋コース（9～10月）　73名

春コース　5～7月
秋コース　9～10月

年長児の親の家庭教育学級 小学校入学を見据えた家庭教育を学習する学級 前期　6～7月　65名
後期　11月　34名

6～7月・11月

家庭教育ファシリテーター養
成講座

各小中学校の地域学校協働本部等で家庭教育支援
に関する取り組みを進めていくために、その牽引役となる
ファシリテーターを養成していく。

12月　58名 7・12月

「赤ちゃんと小さい子のほんだ
な」

乳幼児の保護者向け図書目録「赤ちゃんと小さい子のほ
んだな」を作成し、保健相談所で実施している乳幼児健
診等で配布

図書館 保健相談所 通年実施
乳幼児健診受診者等に配
布

通年実施予定（毎年発行）

出張おはなし会 保健相談所で実施している乳幼児健診等においてボラ
ンティアによるおはなし会絵本の読み聞かせ等を行う

保健相談所、学校、学童ク
ラブ、きっずクラブ、保育園
等

通年実施　1,884名
※出張おはなし会全体数

（1～12月）

通年実施予定

子育て支援部会の推進 子育て支援に関する研修や実践活動を行う 民生・児童委員協議会 福祉課 6月（参加者24名）
11月（参加者22名）

7・2月

ミニ集会 家庭や子育て、非行問題に地域で集会の場を提供 更生保護女性会・保護司
会

青少年課 通年実施 通年実施予定

子育て支援活動 乳幼児の子育て期の保護者を地域全体で支援
各地区の民生・児童委員協議会が、児童館等を拠点に
実施

民生・児童委員協議会
社会福祉協議会

福祉課 一部地域で実施
通年、245参加

通年実施予定
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（4）早寝・早起き・朝ごはん・毎日のあいさつなどの基礎的な生活習慣を身に付けさせる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

朝のあいさつ運動 登校時に校長先生や教員等が校門等に立ち、登校してく
る児童生徒と「おはよう」のあいさつをする

区内小・中学校・義務教育
学校

通年実施 通年実施予定

朝と帰りのあいさつ運動及び
見守り

地区委員が、地区内小中学校教員及びPTAと協力し、
登校時に校門付近で児童生徒とあいさつをする
青パト乗務月には下校時にも、お迎えの保護者や安全確
保担当PTAと共に、通学路上でのあいさつと見守り

東陽地区委員会 地区内小・中学校、PTA、
東陽・木場地区連合町会、
地区内青少年委員

通年実施 通年実施予定

おいしいメニューコンクール 食の大切さを学び、健康づくりの基礎となる正しい食習慣
を身につけるため、毎年設定するテーマに合わせたアイ
デアメニューの募集。

健康推進課 8～11月
応募数　4,972人

（ファミリーの部814人、
　中学生の部4,158人）

8～11月

食育標語 食生活を考える標語の募集 12～3月
応募数　6,556人

（小学生部門3,197人、
　中学生部門3,359人）

12～3月

食育応援講座 児童館や育児サークル等地域団体の要望に合わせた食
育講演会・調理実習

各保健相談所 42回500人
（1月～12月までの実績）

通年実施予定

幼稚園食育 区立幼稚園を対象とした栄養教育や講習会 16回349人
一部、オンライン形式にて
開催

（1月～12月までの実績）
食と健康づくり教室 『食』を通しての健康づくりや生活習慣病予防等に関す

る知識と実践が学べる教室
各保健相談所 4回429人

オンデマンド配信にて実施
（1月～12月までの実績）

通年実施予定

めざせ! KOTOフードマイス
ター江東区家庭料理検定

小中学校で学ぶ家庭科の「食」の内容をもとにした問題
に区独自の問題を加えた食育の検定を女子栄養大学生
涯学習センター協力の下に初級・中級の試験に分けてオ
ンラインで実施。
初級：小学5・6年生とその保護者対象
中級：中学1・2年生とその保護者対象
区内在住・在勤者は、どちらかを選択

健康推進課 江東区内小・中学校、義務
教育学校等

1月7日～16日の期間内にオ
ンラインで実施
受験者数3,106人

（初級2,272人・中級834人）

3年度と同時期予定

学校司書の配置 全小学校・中学校の学校図書館に司書または司書教諭
の資格を有する専任の学校司書を配置し、図書館の活
性化を図り、こどもの読書力の向上に努める

学務課 江東区内小・中学校、義務
教育学校等

通年実施 通年実施予定

おはなし会 ボランティアによる絵本の読み聞かせ、手あそび、パネルシ
アター、ストーリーテリングや季節の行事等を行う
a. 図書館おはなし会
b. 出張おはなし会

a. 各図書館
b. 深川図書館

b. 保健相談所、学校、学童
クラブ、きっずクラブ、保育
園等

通年実施
a. 2,966名
b. 1,884名

（1～12月）
※出張おはなし会全体数

通年実施予定
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（4）早寝・早起き・朝ごはん・毎日のあいさつなどの基礎的な生活習慣を身に付けさせる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

図書館見学 小学校、幼稚園、保育園等を対象に、図書館の利用方
法、本の探し方等を説明、希望に応じておはなし会を行う
児童向け事業概要「としょかんたんけん」を作成し、図書
館見学等の際、小学生［主に小学2年生］に配布

各図書館 不定期
1,661名

（1～12月）

不定期

学校訪問 各館周辺の小学校［主に1年生］、幼稚園、保育園を訪問
し「こどものほんだな」［新刊紹介］利用案内を配布し、お
はなし会を行う

6月頃
1,214名（1～12月）

6月頃

ヤングアダルトコーナーの充
実

小学校高学年～高校生を対象のブックコーナーを設け、
親しみやすい読書環境を提供 

各図書館（白河こどもとしょ
かんを除く）

通年実施 通年実施予定
（こどもプラザ図書館は令
和4年5月中旬開館予定）
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3　非行防止と社会的支援の推進

（1）こども・若者の規範意識を育てる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

デートDV予防出前講座
（男女共同参画学習事業）

デートDV防止啓発講座 男女共同参画推進セン
ター

区立中学校 実績なし 実施時期未定

LGBT出前講座
（男女共同参画学習事業）

性の多様性を考える、LGBT等の理解促進講座 区立中学校（1校） 1月27日　46名
（オンラインにて実施）

性別にとらわれない進路選択
出前講座（男女共同参画学習
事業）

性別にとらわれない進路選択講座 区立中学校 実績なし

小松橋地区委員会地域交流
会

青少年の健全育成のために、家庭と学校・地域・行政が
相互に情報交換を行うことにより、地域の連携を更に深め、

「安全・安心なまち」の実現をめざす

小松橋地区委員会 小中学校PTA、町会、民
生・児童委員、保護司会、
更生保護女性会

9月30日　52名
コロナウイルス感染症拡大
防止のため、Zoomを使用
してのオンラインセミナーを
小中学校合同で開催

9月、10月

亀戸地区委員会非行化防止ミ
ニ集会

亀戸地区3校の各中学校を会場に、中学生の保護者・教
職員・保護司・地区対委員等が参加
城東警察署少年係から「青少年を取巻く環境と現状」の
報告を受け、DVDを視聴後、具体的事例を小グループに
分かれ研究・討議

亀戸地区委員会 城東警察署、江東区保護
司会、江東区更生保護女
性会

コロナウイルスの影響で中
止

7月

砂町地区委員会青少年健全
育成ミニ集会

砂町地区内小・中学校10校のPTAを対象とし「児童・生
徒に関する色 な々テーマについて考えてもらう」ことを目的
に、講師を招いて講演

砂町地区委員会 江東区保護司会、民生・児
童委員、青少年委員

11月
コロナウイルスの影響で中
止

11～12月

大島地区環境浄化クリーン作
戦

青少年の社会参加活動の一環として、大島地区小・中学
校の児童・生徒が参加し、各学校区域内の通学路や幹
線道路を清掃する

大島地区委員会 町会・自治会、城東警察署、
各小・中学校及びPTA、清
掃事務所

中止 6月24日

砂町・南砂地区委員会の清掃
事業

仙台堀川公園、同公園内の川の清掃 砂町・南砂地区委員会 砂町連合町会 仙台堀川公園工事のため
中止

未定

異学年交流 新1年生を最上級生である6年生が面倒をみる
［例］朝6年生が新1年生と登校する、近くの公園へ合同
遠足、給食を一緒に食べる、休み時間を一緒に過ごすな
ど

区内小学校・義務教育学校
（前期課程）

4～3月 4～3月

（2）いじめの早期発見・早期対処に努める
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

いじめ防止指導 アンケート調査等でいじめを発見し確認の上、指導 深川高校生活部 東京都教育委員会（スクー
ルサポーター）

9月、12月、2月全校児童・生
徒

6月、12月、2月

いじめ問題に対する校内委員
会

学校内のいじめ防止、早期発見、早期解決を図る校内委
員会を整備し、教育委員会による支援を行う

小・中学校
義務教育学校

指導室 通年実施 通年実施予定
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（2）いじめの早期発見・早期対処に努める
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

学校いじめ防止基本方針 いじめ防止対策推進法第13条及び東京都並びに江東
区のいじめ防止対策基本方針を基に、各校の実情に合
わせたいじめ防止等のための対策に関する基本方針を
定める

小・中学校
義務教育学校

指導室 通年実施 通年実施予定

児童・生徒が意見を発表し、
自ら問題を解決する力を養う
授業

いじめ問題をよりよく解決する資質や能力を育成するた
めの活動等を実施

（3）こども・若者の非行防止・薬物乱用防止に取り組む
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

青少年の非行・被害防止全国
強調月間

健全育成関係機関、関係団体及び地域住民がそれぞ
れ行う非行防止活動を関連づけ、集中的に実施すること
で非行防止の徹底を図る国民運動を展開する

内閣府 青少年課、青少年健全育
成各機関・団体、深川・城
東・東京湾岸警察署

7月 7月

全国強調月間広報活動 毎年7月と11月に青少年の非行問題に取り組み、健全に
育成するための広報に関する諸活動を行う

青少年課 江東区保護司会、東京都
薬物乱用防止推進江東地
区協議会

7・11月啓発配布物作成、
区報記事掲載、各年2回

7・11月

社会を明るくする運動 すべての国民が、犯罪・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、それぞれの立場で力を合わ
せ、犯罪・非行のない明るい社会を築くための一年を通し
た全国的な運動

地区推進委員会 青少年課、東京保護観察
所、保護司会、更生保護
女性会、民生・児童委員、
PTA、深川・城東・東京湾
岸警察署

通年実施 通年実施予定

社会を明るくする運動
【街頭広報活動】

7月を強調月間と定め、7月1日に区内11駅頭12か所で啓
発活動を行う

コロナウイルスの影響で中
止

7月1日

夏季・年末・学年末・新学期
の非行防止活動

街頭活動の強化、座談会講演会の開催、広報誌の発行
により非行防止活動を推進する

少年補導員、母の会補導
員、ひと声運動推進員 

深川・城東警察署 7・8・12・3～4月 7・8・12・3～4月

非行少年の補導活動 街頭活動等の各種警察活動を通じた少年補導活動の
実施
管内少年警察ボランティアと共に街頭活動の実施（月1回
程度）

深川・城東・
東京湾岸警察署

警視庁委嘱少年補導員（少
年補導員、協助委員、母の
会補導員）

通年実施 通年実施予定

少年を暴力団から守る活動の
強化推進

各種警察活動、防犯講話等を実施

全国地域安全運動 地域安全活動［防犯活動］を実施し、青少年の非行防
止、健全育成にあたる
その他、非行防止パネル展の開催や少年相談所を開設

深川・城東防犯協会　深
川・城東・東京湾岸警察署

10月11～20日 10月11～20日

中学生意見発表会 中学生による薬物乱用防止やいじめの防止等の意見発
表会

深川警察署、深川母の会 コロナウイルスの影響で中
止

未定

暴走族等非行集団解体補導
集中対策の推進

各種警察活動を通じ、非行集団等に加入させないため
の防犯講話及び加入者に対する脱退に向けた継続的
な補導活動の実施

深川・城東・東京湾岸警察
署

深川・城東・
東京湾岸警察署

3月上旬～4月上旬、6・10月 3月上旬～4月上旬、6・10月

初日の出暴走族対策 交通部を中心として、各種交通対策を実施 年末・年始 年末・年始
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（3）こども・若者の非行防止・薬物乱用防止に取り組む
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

万引き防止対策 各種警察活動、防犯講話等を実施 深川・城東・
東京湾岸警察署

町会・自治会、警視庁委嘱
少年補導員

通年実施 通年実施予定

地域安全の日【非行防止の日】補導活動及び少年を取り巻く有害環境浄化活動等を行
う

深川・城東・東京湾岸警察
署

少年補導員 毎月20日 毎月20日

生活指導主任会 小・中学校・義務教育学校の生活指導主任の情報交換
等を通して児童・生徒の健全育成を図る

指導室 通年実施　80名 通年実施予定

白河地区委員会座談会 委員間の情報交換や事例研究を通して互いに啓発し、
地区委員活動の活性化を図る

白河地区委員会 コロナウイルスの影響で中
止

6月

富岡地区委員会の非行防止
事業

地域座談会
（青少年の非行防止と地域環境浄化をテーマに講演会
と座談会を2回実施）

富岡地区委員会 江東区保護司会、平野・洲
崎分区

コロナウイルスの影響で中
止

7月

小・中学校 PTA合同座談会
（学校・PTAと相互理解を深め、こどもたちの指導・育成
の基針とする）

コロナウイルスの影響で中
止

9月

青少年関係機関との意見交換会
（地区内の青少年の現状と諸課題について共通認識を
持つ）

12月3日　31名 12月

小松橋地区委員会の非行防
止事業

地域交流会
（青少年の非行防止、健全育成のため小・中学生の父母
を交えて情報交換を行う）

小松橋地区委員会 小中学校PTA、町会、民
生・児童委員、保護司会、
更生保護女性会

9月30日　52名
コロナウイルス感染症拡大
防止のため、Zoomを使用
してのオンラインセミナーを
小中学校合同で開催

9月、10月

青少年非行化防止講演会
（非行防止、健全育成をテーマにした講演会）

小松橋地区委員会、小松
橋地区薬物乱用防止連絡
協議会

小松橋地区連合町会、保
護司会扇橋分区 

7月9日　46名
コロナウイルス感染症拡大
防止のため、定員を縮小し
て開催

7月

東陽地区委員会講演会 非行防止、健全育成をテーマにした講演会 東陽地区委員会、江少連
東陽地区連合会

東陽・木場地区連合町会、
地区内小・中PTA、青少年
委員

12月11日　34名 11月中旬

大島地区委員会夏季非行化
防止パトロール

大島地区内の巡回、非行化防止活動 大島地区健全育成協議会
※令和4年1月1日付で、

「大島地区非行化防止協
議会」より名称変更

大島地区委員会、町会・自
治会、小・中PTA

7・8月　約200名 7・8月

命の大切さを学ぶ教室 重大犯罪被害者遺族の方から「命の大切さ」を学ぶ 墨田工業高校 深川警察署 12月　500名 12月
白河地区委員会の薬物乱用
防止事業

薬物乱用防止講演会 白河地区薬物乱用防止対
策連絡協議会、白河地区
委員会

白河管内連合町会 コロナウイルスの影響で中
止

9月

薬物乱用防止啓発チラシ・啓発物配布 コロナウイルスの影響で中
止

10月
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（3）こども・若者の非行防止・薬物乱用防止に取り組む
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

富岡地区委員会の薬物乱用
防止事業

薬物乱用防止パネル展
（啓発パネル・ポスター等の展示、ビデオ上映及び啓発用
品の配布）

富岡地区薬物乱用防止対
策連絡協議会、富岡地区
委員会

東京都薬物乱用防止推進
江東地区協議会、江東南
ライオンズクラブ

コロナウイルスの影響で中
止

11月中旬

薬物乱用防止講演会（兼非行防止講演会 ） 保護司会平野・洲崎分区、
更生保護女性会

動画配信による開催
88名（10月8日撮影）　

10月

豊洲地区委員会の薬物乱用
防止事業 

薬物乱用防止講演会 豊洲地区薬物乱用防止対
策連絡協議会、豊洲地区
委員会

豊洲地区町会自治会連合
会 

事業中止 2月

小松橋地区委員会の薬物乱
用防止事業

薬物乱用防止啓発用品の配布
（深川八ヶ町子供大運動会、こうとうこどもまつり、こまつば
しスポーツ大会での啓発用品配布）

小松橋地区薬物乱用防止
対策連絡協議会、小松橋
地区委員

保護司会扇橋分区、大江
戸高校

コロナウイルスの影響で中
止

5月～6月

薬物乱用防止啓発標語の募集
（意識の向上と周知のため中学生から標語を募集。入選
標語の展示、啓発用品の配布）

保護司会扇橋分区、地区
内中学校

応募　548点
入選標語の展示は中止
地区内小中学校の全校生
徒に啓発用品配布

6月～7月

東陽地区委員会薬物乱用防
止講演会

薬物乱用防止講演会の実施
（健全育成事業と同時開催）

東陽地区薬物乱用防止対
策連絡協議会、東陽地区
委員会、江少連東陽地区
連合会、江東区保護司会

東陽・木場地区連合町会、
東京都薬物乱用防止推進
江東地区協議会、地区小・
中PTA、青少年委員

※令和3年度は健全育成
講演会のみ開催

11月中旬

大島地区委員会の薬物乱用
防止事業

薬物乱用防止ビデオ上映会・児童虐待防止講演会 大島地区委員会、薬物乱
用防止対策連絡協議会、
民生・児童委員協議会、保
護司会

城東警察署、東京都薬物
乱用防止推進江東地区協
議会

コロナウイルスの影響で参
集での開催中止。
令和4年1月末～3月11日ま
で「児童虐待防止講演会
オンライン配信」を実施し、
薬物乱用については、都の
動画を紹介。

7月7日

薬物乱用防止啓発活動
（大島地区まつりパレードで啓発活動）

大島地区薬物乱用防止対
策連絡協議会

コロナウイルスの影響で中
止

9月11日

亀戸・大島地区委員会合同の
薬物乱用防止事業

覚せい剤等薬物乱用防止講演会 亀戸・大島地区委員会、亀
戸・大島地区薬物乱用防
止対策連絡協議会 

城東警察署、保護司会 コロナウイルスの影響で中
止

2月8日

砂町地区委員会の薬物乱用
防止事業

薬物乱用防止の啓発風船プレゼント 砂町地区委員会 砂町地区薬物乱用防止対
策連絡協議会、砂町連合
町会

10月4日
（砂町地区まつり開催時）
コロナウイルスの影響で中
止

10月3日

南砂地区委員会の薬物乱用
防止事業

薬物乱用防止標語の募集
（薬物乱用の危険性を認識し、その未然防止を図るため
小・中学生から標語を募集、入選標語の展示、啓発用品
の配布）

南砂地区委員会、南砂地
区薬物乱用防止対策連絡
協議会

東京都薬物乱用防止推進
江東地区協議会、地区小・
中学校

コロナウイルスの影響で中
止

標語募集6月
表彰10月下旬
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（3）こども・若者の非行防止・薬物乱用防止に取り組む
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

薬物乱用防止教室 薬物乱用防止教育の一環として、保健、道徳、総合的な
学習の時間において協議会指導員が講師となり実施

受講修了者には薬物乱用防止カードを配布

東京都薬物乱用防止推進
江東地区協議会

学校、江東区教育委員会、
東京湾岸警察署

通年実施 通年実施予定

薬物乱用防止講演会 各青少年対策地区委員会や各校PTAを対象に、薬物
乱用による健康被害、違法性、有害性を認識し、正しい知
識を持ち、自らを守る具体的な方法を学ぶ

地区委員会、江東区教育
委員会、学校、PTA、警察

通年実施 通年実施予定

薬物乱用防止ポスター・標語
表彰式

江東区内の中学校に在籍する生徒を対象に、「薬物乱
用防止を訴えるもの」をテーマにポスター・標語を募集

薬物乱用防止推進江東地区協議会で応募作品を審査
し、選考された生徒を対象に表彰式を実施する

青少年課 12月23日 表彰式実施
全体応募数
ポスター　13校 641点
標語　5校 884点

12月

警察の薬物乱用防止等事業 薬物乱用防止教室 深川・城東・東京湾岸警察
署

4月、12月（城東警察署の
み実施）

通年実施予定

少年の薬物乱用等非行防止対策強化月間
（新学期及び夏休みに、街頭活動の強化、座談会・講演
会等を行う。薬物乱用の違法性、有害性を啓発し、正しい
知識を持たせ、併せて規範意識の醸成を図る）
薬物乱用等非行防止対策強化

（組織犯罪対策課と連携し、広報啓発活動・防犯講話を
実施）

深川・城東・
東京湾岸警察署

4月～7月、10月～11月 4月～7月

未成年飲酒防止強化月間
（新学期、花見シーズンを迎え、各種酒類販売店等に対
し、未成年者への酒類の提供の禁止等を教示）

深川・城東・
東京湾岸警察署

4月1～30日 4月1～30日

高校の薬物乱用防止教室 薬物乱用による健康被害、違法性、有害性を認識し、正し
い知識を持ち、自らを守る具体的な方法を学ぶ

a. 第三商業高校（定時制）
b. 墨田工業高校
c. 大江戸高校
d. 中央学院大学中央高校
e. 芝浦工業大学附属中
学高等学校
f. 江東商業高校

深川・城東・東京湾岸警察
署 
東京都薬物乱用防止推進
江東地区協議会
東京税関、薬剤師会、横浜
薬科大学
c. 日本薬科大学

a. 12月20日　50名
b. コロナウイルスの影響で
中止
c. 3月14日  400名
d. 中止
e. 1月　201名
f. コロナウイルスの影響で
授業内で実施

a. 12月19日
b. 12月
c. 3月14日
d. 6月
e. 12月
f. 7月

（4）困難を抱えたこども・若者を支援する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

保健相談所による講演会等 健康的なお酒の楽しみ方 深川保健相談所 コロナウイルスの影響で中
止

未定
自分らしく生きるためのヒント ～女性の発達障害～ 未定
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（4）困難を抱えたこども・若者を支援する
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

保健相談所による講演会等 発達につまづきのあるこどもの就学について 城東保健相談所 児童館、保育園、幼稚園、
子ども発達支援センター、
乳幼児親子教室

令和3年度実績なし 未定

就学前懇談会 深川南部保健相談所 リモートによる開催　15名 未定
こどものネットゲーム依存の対応と治療 リモートによる開催

2月24日　15名
未定

難病講演会 コロナウイルスの影響で中
止

未定

統合失調症の基礎を学ぶ 城東南部保健相談所 コロナウイルスの影響で中
止

未定
子どもの登校しぶり 未定

保健予防課・保健相談所の事
業

ゲートキーパー研修
（区職員・施設職員対象）

保健予防課 コロナウイルスの影響で中
止

10月・3月

自殺対策啓発ポスター掲示・相談窓口一覧配布 9月・3月 9月・3月
相談窓口カード配布（中学生向け） 3月 7月
一般精神保健相談 各保健相談所 通年実施　35名（令和4年

1月末現在）
通年実施予定

小児・思春期精神保健相談 通年実施　42名（令和4年
1月末現在）

通年実施予定

スクールソーシャルワーカー
配置

スクールソーシャルワーカーが不登校等改善のための環
境整備を行う

教育支援課 学校 通年実施　
215名（4～10月）

通年実施

ブリッジスクール 不登校児童・生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会
的に自立することを目指す

指導室 通年実施　
117名（4～2月）

通年実施

こうとうゆーすてっぷ
（青少年相談事業）

ひきこもりなど青少年の幅広い悩みに対し、専門相談員
の相談等による支援を実施
a. 相談会（面談、電話相談及び訪問相談）
b. 居場所運営
c. 講演会及び交流会

青少年課 NPO法人ワーカーズコー
プ

通年実施
a. 年197回 452件
b. 年93回 109名
c. 年3回 87名

通年実施予定

DV被害母子への母子同時並
行心理教育プログラム 

DV被害を受けた、母親グループと子どもグループに「暴
力・感情・怒り」の問題や安全計画の立案を主テーマに、
心理教育とグループセラピーの同時的展開を図る

NPO法人RRP研究会、
武蔵野大学心理臨床セン
ター子ども相談部門

武蔵野大学心理臨床セン
ター

8～10月　0回 8～10月

親子並行臨床活動 子どもの発達過程で浮かぶ問題行動に対し、親とは相談
活動、子どもとはプレイセラピーを実施し問題解決を図る

武蔵野大学
心理臨床センター子ども相
談部門

通年実施
親15名、子10名

通年実施予定

子どもとのカウンセリング 家族関係や友人関係に辛さや困難を訴える子どもに、カ
ウンセリングを実施し、乗り越える力を育む

通年実施　合計10名 通年実施予定

一般相談における心理的支援
活動

不登校、家族の問題、自殺等に関する青少年の支援活
動

武蔵野大学
心理臨床センター一般相
談部門

通年実施　合計12名 通年実施予定

一般相談における被害者支援
活動

性暴力、虐待、いじめ等の被害を受けた青少年に対する
カウンセリング、心理的支援の活動

通年実施　合計8名 通年実施予定
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4　自主活動・社会参加活動の推進

（1）こども・若者にボランティア活動や自然体験等、実体験活動をさせる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

ボランティア活動災害補償制
度

区民団体が行うボランティア活動中の事故を対象とした
補償制度肉が加入し、有事に補償する

危機管理課 通年実施 通年実施予定

男女共同参画学習講座
（男女共同参画学習事業）

「『こどもお料理団』料理を科学しよう!～“もったいない”を
なくそう大作戦～」
男子の家事参加と女子の科学技術分野への関心向上
のきっかけを作り、性別役割分担意識の解消を図る

男女共同参画推進セン
ター

小学校4～6年生 11月27日
16名（申込32名）

12月

パルシティまつり 展示販売と男女共同参画推進の成果発表 3月13日
基準日時点で未開催

3月

消費者センターの親子向け消
費者講座

貨幣博物館の見学と「お年玉の使い方」に関する教室 消費者センター 日本銀行、東京都金融広
報委員会

コロナウイルスの影響で中
止

1月上旬

東京証券取引所見学と小学生のための経済セミナー 東京証券取引所 3月下旬
親子で学ぼうお金の教室 東京都金融広報委員会 7月下旬
親子で学ぶ計量はかり教室 東京都計量検定所 7月下旬

旧大石家住宅「七夕お話会」 江東区に残る唯一の木造茅葺民家で江東区指定有形
文化財建造物である旧大石家住宅で、区内の幼稚園・
保育園の年長園児を対象に「七夕お話会」を行う

文化観光課 7月1日：大雨のため3園キャ
ンセル
7月2日：2園45名参加、1園
大雨のためキャンセル

7月6・7日

少年キャンプ事業 キャンプ生活を体験し団体行動の楽しさ、こどもの健全な
生活指導を図る
9つの地区ごとに2泊3日で実施

江東区少年団体連絡協議
会、江東区青少年委員会、
青少年課

地区委員会（一部）、
地区JLC

コロナウイルスの影響で、日
帰りで実施

1地区実施、8地区中止

7～10月

東京ナイトウォーク 地域育成者と共に夜間の都内を歩行する体験を通して、
達成感、連帯感等を味わう機会を提供し、自主性、社会
性の醸成を図る

東京ナイトウォーク実行委
員会

小松橋地区連合町会、地
区内中学校及びPTA、小
松橋地区委員会

11月20日　67名
コロナウイルスの影響で、
規模を縮小し昼間の時間
帯に変更して実施

11月

クリスマス会 レクリエーションを通して青少年の健全育成を図る

各地区委員会の協力を得て、地区の子ども会ごとに行う

江東区少年団体連絡協議
会

町会、子ども会、PTA、地
区委員会、JLC

12月　7地区実施 12月

使わなくなった机・イス等を
利用した海外支援事業

区内の公立小・中学校で使わなくなった机やイス等を学
用品が不足する国に贈る活動

物を大切にする心、思いやりの心を育成

清掃リサイクル課 江東区海外リサイクル支援
協会、JHP・学校をつくる会

11月
机・イス200組を寄贈

11月

高校の社会参加事業 地域の高齢者の介護・交流
（家庭看護・福祉の授業で長寿サポート亀戸北を訪問し、
高齢者のお世話や交流を行う）

江東商業高校 亀戸第四保育園 コロナウイルスの影響で中
止

7月
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（1）こども・若者にボランティア活動や自然体験等、実体験活動をさせる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

福祉教育・ボランティア学習 区内小・中・高生を対象に、区内で活動するボランティアが
中心となり、福祉への理解とボランティアマインドの醸成を
目的とした出前授業（点字、手話、車椅子介助、災害、障
害者からのお話し等）を実施

社会福祉協議会
江東ボランティア・センター

区内小・中・高
ボランティア団体
区内福祉施設等

小学校　4件　172名
中学校　2件　144名
高　校　5件　562名
計　878名　10月～実施

通年実施予定

夏体験ボランティア 夏休みを利用し、児童・高齢者・障害者施設等でボラン
ティア活動を行い、福祉への理解とボランティアマインドを
高め、次世代のボランティアの育成につなげる

コロナウイルスの影響で中
止

7月下旬～8月下旬

横十間川親水公園での田ん
ぼの学校活動

無農薬、無化学肥料、無動力で昔ながらのお米づくりを、
4月から11月まで全10回（日曜日）、体験することで土や身
近な自然に親しむ

施設保全課 江東田んぼクラブ 4～11月 4～11月

横十間川親水公園ボート、水
上アスレチック

「区民の水辺」をテーマに整備した、延長1.9km、面積
5.1ha、「水辺」に象徴されるように、広い水面を活かした
貸しボート場や水上アスレチックで体力づくり

通年実施（ボート場は4～
11・3月）　利用者28,452名

通年実施予定（ボート場は
4～11・3月）

ウェルカム警視庁 小・中学生が社会参加活動として警察施設の見学を実
施し、警察業務内容等について理解を深める

a. 深川警察署
b. 城東警察署
c. 東京湾岸警察署

通年実施
a. 2校17名
b. 3校84名
c. 11校275名

通年実施予定

深川春の子どもまつり 模擬店、ふるさと遊び、ゲームなどを行う 少年団体西部連合会 白河地区委員会、地区内児
童館、小学校PTA、町会・自
治会、西部 JLC

コロナウイルスの影響で中
止

3月

「我がまちの歴史を知ろう」講
演会

地域青年各層に、地域に根ざした活動と、青少年の健全
育成についての理解を求める

富岡地区委員会 11月11日　49名 11月

子ども作品展 絵画、書道、工作などを募集し、区民館で展示会を実施、
優秀作品には賞を贈る

少年団体南部連合会、富
岡地区委員会

コロナウイルスの影響で中
止

2月

夏休み実験ものづくり教室 科学実験を通して、知識や経験の向上に寄与する
（外部講師を招き、テーマに沿った科学実験を体験しても
らうことにより、思考能力や達成感を醸成し、児童の知識
や経験を広げ、こころ豊かな成長の促進に寄与する）

亀戸地区委員会 小PTA コロナウイルスの影響でオ
ンライン形式で開催。
動画を作成し、期間限定で
配信。希望者80名へ実験
資材を郵送。
動画再生回数：270回

8月10日

夏休み子ども映画会 アニメや教育的な映画を鑑賞し、情操教育に努める 視聴覚研究会、小PTA コロナウイルスの影響で中
止

7月21日

中学生を囲む座談会 地域の大人が話し合う 亀戸地区中学校PTA コロナウイルスの影響で中
止

12月10日

子ども会席書展 地区内のこどもが書いた書きぞめを区民センター等に展
示

大島地区子ども会連合会 大島地区委員会 1月22・23日
展示135点
来場者300名/日

1月21・22日

わたしたちの音楽会 こどもたちによる合唱、ブラスバンド等の演奏などを実施 南砂地区委員会 小・中学校及びPTA コロナウイルスの影響で中
止（12月11日開催予定）

12月

卒業を祝う会 区立中学校特別支援学級の卒業を祝い、進路を激励す
るために式典を実施する

社会福祉協議会 中学校特別支援学級設置
校長会、手をつなぐ親の会

コロナウイルスの影響で中
止

2月
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（1）こども・若者にボランティア活動や自然体験等、実体験活動をさせる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

エリアコンサート
SUNAMACHI

年に一度、砂町管内の小中学校が集まって開催する音
楽会
小学校7校、中学校3校が参加し合奏、合唱、ダンス等を
実施

砂町地区委員会 小・中学校及びPTA 2月6日
コロナウイルスの影響で中
止

2月5日

こまつばし作品展覧会 地区内の生徒や児童と地域の方々の工作や絵画等の
作品展覧や手芸教室などを行い、地域の交流を深める

小松橋地区委員会 小・中学校・高校、PTA、町
会

規模を縮小し小学校児童
の作品のみ展示を計画
コロナウイルスの影響により
展示は中止したが、各小学
校の優秀作品を表彰

9月

パネルディスカッション コーディネーターのもと、パネリスト間で意見交換を行う 豊洲地区委員会 小・中学校 事業廃止につき代替事業
検討

未定

江東区文化センターの事業 加藤正夫杯江東区こども囲碁大会
（レベル別にクラスを設け、対象年齢のこどもならば誰でも
参加できる囲碁大会を開催）

江東区文化センター 7月18日　47名
※コロナ禍で「指導対局」
に内容を変更して実施

7月10日

江東区長杯江東区こども将棋大会
（学年別にクラスを設け、対象年齢のこどもならば誰でも
参加できる将棋大会を開催）

12月5日　75名
※コロナ禍で「指導対局」
に内容を変更して実施

11月13日

江東少年少女合唱団
（合唱技術の基礎を身につけ、歌を通しこども同士の結び
つきを深め豊かな人間形成をめざす。8月にコンサートを
予定）

通年実施（3学期制）
286名（1,2,3学期延べ）

改修工事により変則での
通年実施予定（3学期制）

ジュニア・ダンスミックス
（楽しくダンスのテクニックを身につける講座。グループで
のマナーも学習する）

通年実施（前期・後期）
38名（前・後期延べ） 

改修工事により変則での
前期のみ実施予定

こどものための「生け花・お茶」教室
（伝統文化の華道と茶道のこども向けの講座。こうとう文
化芸術祭・華道展に出品）

江東区茶華道会 8～12月　24名
※コロナ禍で定員を減らし
て実施

8～12月

森下文化センターの事業 キッズチアダンス 
（こども対象のチアダンス教室）

森下文化センター 5月～3月　79名（前・後期
延べ）

5月～3月

SunnyWingsTiara☆、FineSunnyWingsFine!!
（こども対象のチアダンス教室）

5月～3月　86名（前・後期
延べ）

5月～3月

鐡道ジオラマ展示&走行会
（多目的ホールにジオラマ展示やNゲージ（鉄道模型）の
運転体験を実施）

鐵塾ほか 9月18日、19日,20日　500名 9月

古石場文化センターの事業 ①古石場こども夏まつり
（こどもが楽しめるワークショップ、ファミリーコンサート等）

古石場文化センター ①7月4日　1,158名
こども向けコンサートや体
験教室を実施

7月3日

②こども映画祭 ⑤に統合 廃止
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（1）こども・若者にボランティア活動や自然体験等、実体験活動をさせる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

古石場文化センターの事業 ③夏休みジュニア科学教室
（都立科学技術高校の生徒が講師となり、地域の小学生
を指導）

古石場文化センター 都立科学技術高等学校 ③コロナウイルスの影響で
中止

廃止

④夏休みこども映画教室 ④7月25日～8月21日
全3回　
12名

9月～10月

⑤こうとうキッズシネマフェスティバル
（優れた映画作品の観賞、短編映画制作、映像ワーク
ショップ、活動写真弁士に挑戦するなど、こどもたちの映
画体験活動を通して、映画文化の継承、未来の映画人を
育む）

国立映画アーカイブ
優秀映画観賞推進事業

（予定）

⑤8月21日～8月22日
281名

10月

⑥親子で楽しむ!スマホVlogワークショップ
（動画制作のはじめの一歩を学ぶ。「人に伝わる撮影方
法」や「ひらめきの楽しさ」を大事にわくわくする時間を親
子で共有する。（スマートフォンは各自持参））

⑥5月30日～6月13日　
12名

廃止

⑦こどもドローン体験講座
（1日でドローンの知識を学び、屋内と屋外で飛行練習をし
ます）

6月4・5日

⑧地域連携事業
（地域の企業や学校と連携し、こどもが参加できる学習会
や体験教室を実施する）

地域の企業や学校等 夏休み期間

豊洲文化センターの事業 ①豊洲こども体験教室
（手作りや体験教室など小学生を対象にしたイベント）

豊洲文化センター ①一般社団法人電池工業
会ほか

7月4日
247名

8月7日

②第27回豊洲フェスタ ②江東区江南連合ほか 10月23日 
1,402名

10月22日

③豊洲ロボットセミナー（廃止）
（芝浦工業大学が開発した、電池で動く有線リモコンロ
ボットを2日間で製作）

③芝浦工業大学地域連
携・生涯学習センター

実施なし 実施なし

④ギャラリー活性化事業
（地元企業連携 親子でけん玉に挑戦）

④NTTデータけん玉研究
会

6月20日・11月7日
90名

5月29日・11月20日

⑤ギャラリー活性化事業
（地元大学連携 こども向け教室）

⑤有明教育芸術短期大
学、武蔵野大学

5月22日・11月28日
38名

5月28日・11月19日

⑥ギャラリー活性化事業
（地元団体連携 お正月親子凧揚げ大会）

⑥豊洲地区委員会 1月8日
実施日2日前の降雪により
会場コンディションが悪化
のため中止

1月7日
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（1）こども・若者にボランティア活動や自然体験等、実体験活動をさせる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

豊洲文化センターの事業 ⑦みんなのミュージカル ホンク!出演者育成事業（下段と
合体）

豊洲文化センター ⑦鈴木アートオフィス 下段と合体 実施なし
※隔年で実施

⑧みんなのミュージカル ホンク!出演者育成及び公演 ⑧ピュアーマリー 4～9月
9月25日（2公演）

実施なし
※隔年で実施

⑨豊洲ソロクラシックアーティスト支援事業
※旧称　豊洲フレッシュアーティスト支援事業

⑨江東区音楽家協会 3月19日　実施予定 3月18日

⑩豊洲こどもミュージカル
（小学生・中学生・高校生を対象に、ミュージカルの基礎か
ら学ぶ講座）

⑩ピュアーマリー 4月～3月
111名（3期制）

4月～3月
（3期制）

⑪ギャラリー活性化事業～自由に描けるお絵かきコー
ナー～

（ギャラリー前の空間に賑わいを創出するための新規事
業。豊洲地域の多くの子供達がその創造力を自由に表
現することできる新たなスペース「お絵かきボード」を設置
し、イベント開催時に、小学生以下を対象に、無料で自由
に絵を描けるようにする）

5～3月（イベント開催時に
付随して予定）

亀戸文化センターの事業 ①ジュニアのための小鼓教室
（伝統芸能の小鼓をグループレッスンで基礎から学ぶ）

亀戸文化センター ①一般社団法人千人鼓の
会講師

実施なし 事業廃止

②こどものための三味線教室
（伝統芸能の三味線をグループレッスンで基礎から学ぶ）

②一般社団法人長唄協会
所属講師

5月23日～3月13日
（全20回）31名

4月25日～3月14日（全20
回）

③中学生舞台・表現ワークショップ
（舞台演劇の表現方法や、音響・照明機材に触れ舞台に
親しむことを学ぶ）

③講師：末永明彦（調布市
せんがわ劇場演劇コーディ
ネーター）ほか

8月　中止
（3日間）0名

8月2日～8月4日（3日間）

④ジュニア団体参加型演劇公演「ウラシマコタロウ」
（オリジナル脚本の演劇公演の1シーンにセンター講座の
受講生や地域で活動するジュニアの団体が出演し、若い
世代に演劇を通して舞台芸術の魅力にふれていく機会
を提供する）

④ジュニアのための小鼓
教室受講生ほか

実施なし 「次世代舞台参加型演劇
公演」として実施
8月中旬

⑤亀戸こども演劇ワークショップ～伝える・想像する・共感
する

（こどもを対象とした演劇ワークショプ。全20回、5月～3月
で実施する。講師は劇団青年座所属の演出家）

⑤劇団青年座 5月～3月

⑥次世代育成舞台参加型演劇公演
（「亀戸こども演劇ワークショプ」の受講生が出演しプロの
役者と共演する演劇公演）

⑥未定 8月



30 ◉ 4　自主活動・社会参加活動の推進

（1）こども・若者にボランティア活動や自然体験等、実体験活動をさせる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

東大島文化センターの事業 ①こどものためのクラシックバレエ
（バレエに親しみ、幼児・児童の健全育成を図る）

東大島文化センター ①石井清子バレエ研究所 5～3月　162名
コロナウイルスの影響で、1
月29日～中止

5～3月

②川と緑の生きもの展
～江東区の魚と昆虫大集合!～

②KOKOPELLI+、NPO
法人ネイチャーリーダー江
東ほか

7月21日～7月25日
670名

7月21日～25日

③夏の一日体験教室 ③DECOクレイクラフトアカ
デミー上級講師　髙橋美
貴ほか

8月22日　305名 8月21日

④スプリングサンデー
（体験教室と団体等の成果発表会）

④のびのび作業所フーズ
ほか

2月27日　実施予定 2月26日

⑤リバーウォーク
（リバーガイド養成講座の修了生が東大島文化センター
周辺の学校の授業総合学習に出向き、水辺の魅力や歴
史等について指導協力する）

⑤小名木川リバーガイド倶
楽部ほか

9月～11月　3校199名
※緊急事態宣言延長に伴
い、全4校のうち1校中止。

6～11月

⑥江東囲碁イベント　レッツ・ゴー・囲碁 10月10日　58名 10月9日
砂町文化センターの事業 ①こどもバレエ教室 

（バレエの基礎を学び、幼児、児童の健全育成を図る）
砂町文化センター 石井清子バレエ研究所 ①4月28日～3月23日　88

名
4月27日～2月22日

②季節の五・七・五～俳句を詠んで七夕飾り～ ②6月22日～8月1日　35名 6月～8月7日 
③こども江東歳時記 読売新聞東京本社 ③7～9月応募期間

11月28日授賞式　457句
7～9月応募期間　11月27
日授賞式

④こども俳句ワークショップ～君のキモチ、俳句にして～
（こども江東歳時記関連イベント）

俳句結社「古志」 ④7月31日　15名 8月

⑤こども落語教室 三遊亭楽天事務所 ⑤6月5日～12月4日
前期12名　後期13名

6月11日～12月3日

⑥江東区中学生俳句あわせ ⑥中止　 7月16日
総合区民センターの事業 ジュニア科学教室 総合区民センター 東京都立科学技術高校 10月10日　10名 8月～10月
ティアラこうとうの事業 ①ティアラこうとうジュニアバレエ教室 ティアラこうとう 東京シティ・バレエ団 ①5～3月　153名 5～3月

②ティアラこうとうジュニアバレエ団発表会 ②6月6日　参加者68名
（無観客開催）

5月5日

③ティアラこうとうジュニアオーケストラ 東京シティ・フィルハーモ
ニック管弦楽団

③5～3月　111名（2月1日
現在）

5～3月

④ティアラこうとうジュニアオーケストラ定期演奏会 ④8月29日　参加者55名　
入場者310名

9月4日

⑤ティアラこうとうジュニアオーケストラスプリングコンサート 実施なし 3月19日
⑥東京シティ・フィルによる楽器のクリニック ⑥7月11日　39名 6月19日、11月3日
⑦くるみ割り人形 東京シティ・バレエ団

東京シティ・フィルハーモ
ニック管弦楽団

⑦12月18日～19日
参加者57名　入場者972
名

12月17～18日



◉ 314　自主活動・社会参加活動の推進

（1）こども・若者にボランティア活動や自然体験等、実体験活動をさせる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

ティアラこうとうの事業 ⑧東京シティ・バレエ団のバレエコンサート ティアラこうとう 東京シティ・バレエ団 ⑧中止 5月21日
⑨江東区芸術提携団体による学校アウトリーチコンサート 東京シティ・バレエ団

東京シティ・フィルハーモ
ニック管弦楽団

⑨5月12日～11月2日
　1,150名

6月～11月

⑩東京シティ・フィルと東京シティ・バレエ団のはじめての
音楽会

⑩9月18日　379名 9月17日

⑪障害者対象公開リハーサル「くるみ割り人形」 社会福祉協議会、区内特
別支援学校

⑪12月19日　256名 12月18日

⑫こうとうジュニア音楽祭
（区内で演奏活動をしているジュニア団体が参加するこ
とのできる新しい枠組みを作り、実施する）

区内学校 ⑫3月20日　実施予定 実施なし

⑬笑顔とアニメとクラシック～「トムとジェリー」
（アメリカの名作アニメ「トムとジェリー」や「ミッキーマウス」
等の映像にピッタリの音楽を、アンサンブルが生演奏する
親子で楽しめるコンサートを実施する）

アンサンブルセブン ⑬9月19日　264名 実施なし

⑭小野明子と演奏する室内楽ワークショップ
（江東区出身で海外で活躍するヴァイオリニスト・小野明
子氏を講師に迎えた弦楽器のアンサンブルワークショッ
プ）

12月20日～24日

中川船番所資料館の事業 ①こども歴史チャレンジくらぶ
（歴史好きな子供たちが集まり、歴史を学ぶとともに同じ興
味を持った子供たちと共有する）

中川船番所資料館 荒川知水資料館 1回目（10月10日）7名
2回目（3月6日）開催予定

9～2月（2回開催予定）

②旧中川こどもハゼ釣り教室
（釣り初心者のこどもたちを対象にした、釣りと旧中川の自
然に親しむ場として開催）

ココペリプラス 7月31日　13名 7月

③夏休み自由研究支援事業ワークショップ
（夏休みに合わせて、こどもたちの自由研究につながるヒン
トとなるワークショップを開催）

8月1日　7名 8月

④ハゼ釣り教室・入門編
（釣り初心者のこどもたちを対象にした、釣りと旧中川の自
然に親しむ場として開催）

ココペリプラス 8月7日　29名 8月

⑤旧中川のプランクトンを観察しよう!
（旧中川に生息している生き物の様子や自然環境につい
て、プランクトンの顕微鏡観察を中心にして学ぶ）

公益財団法人日本海事科
学振興財団　船の科学館

9月25日　13名 10月

⑥旧中川こども釣り教室
（釣り初心者のこどもたちを対象にした、釣りと旧中川の自
然に親しむ場として開催）

ココペリプラス 9月30日　30名 未定

⑦昔ながらの線香花火を作ろう
（江戸時代から楽しまれていた方法で線香花火を作る体
験）

ココペリプラス 10月24日　20名 10月

深川江戸資料館の事業 八名川小学校連携事業
（こどもたちが展示解説に挑戦する）

深川江戸資料館 八名川小学校 コロナウイルスの影響で中
止

未定



32 ◉ 4　自主活動・社会参加活動の推進

（1）こども・若者にボランティア活動や自然体験等、実体験活動をさせる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

深川江戸資料館の事業 ふかえど探検隊～この家、だれの家?～
（常設展示内建造物の設定住人を当てるクイズ）

深川江戸資料館 8月7,8,14,15,28,29日の6日
間　103名

実施予定なし

芭蕉記念館の事業 ジュニア俳句教室 芭蕉記念館 毎月第2土曜日
計142名（4月～2月）
5月、6月は中止

毎月第2土曜日

中高生俳句サロン 8月21日　12名
1月8日　 　5名

8月20日

夏休み親子俳句教室 8月21日　16名 8月20日
江東こどもまつり 児童館の事業を紹介するコーナーを中心に、地域住民・

組織の協力を得て手づくりのまつりを実施
江東こどもまつり実行委員
会、こども家庭支援課、地
域教育課

5月16日
コロナウイルスの影響で中
止

5月15日
（事前申込制にて開催予
定）

図書館の事業 ①赤ちゃんおはなし会・おはなし会 各図書館 ①325回、2,966名（4～12
月）

通年実施予定

②出張おはなし会
（読み聞かせボランティアが保健相談所や小学校、保育園
などへ行き、本や紙芝居などの読み聞かせと図書館PRを行
う）

保健相談所、子育て支援
施設、こども発達センター、
大塚ろう学校城東分教室

②58回、1,884名（4～12月）

③映画会　 ③4回、87名（4～12月）
④おたのしみ会　 ④48回、2,212名（4～12月）
⑤図書館見学会

（図書館職員の説明を聞きながら図書館内を見学するほ
か、図書館の利用の仕方と本の探し方などをわかりやす
く説明する）

⑤28回、1,661名（4～12月）

⑥学校訪問
（図書館職員が各小学校を訪問し、新小学一年生を中
心に図書館の紹介および事業の案内、ミニおはなし会な
どを行う）

⑥17回、1,214名（4～12月）

⑦学級招待おはなし会
（小学校や保育園などの児童などを図書館に招待して、
本や紙芝居などの読み聞かせを行う）

⑦8回、180名（4～12月）

⑧職業体験学習　別紙4 ⑧12回、37名（4～12月）
⑨講演会　別紙4 ⑨8回、94名（4～12月）
⑩地域活動　別紙4 ⑩6回、98名（4～12月）
⑪音訳者養成講座障害者サービス ⑪2回、51名（4～12月）
⑫読み聞かせボランティア講習会・勉強会

（こども読書活動を推進するため、図書館等で読み聞か
せ活動のできる読み聞かせボランティアを養成）

⑫15回、280名（4～12月）

⑬全館合同工作会　別紙4 ⑬コロナウイルスの影響で
中止

⑭こどもまつりおはなし会
（ティアラこうとうにおいて、親子向けのおはなし会を開催）

⑭本年度開催なし



◉ 334　自主活動・社会参加活動の推進

（1）こども・若者にボランティア活動や自然体験等、実体験活動をさせる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

図書館の事業 ⑮子育てメッセおはなし会
（こうとう子育てメッセに出張し、赤ちゃん向けのおはなし
会や工作会も開催）

各図書館 ⑮参加依頼なしのため不
参加

通年実施予定

こどもプラザの事業 小中高生向け事業
（こどもの健全育成のため、多目的スペース等で様々なイ
ベント・プログラムを開催）

こどもプラザ 通年実施予定

高校が行う体験事業 ボランティア体験  
（保育園・幼稚園・福祉施設等での体験活動）

大江戸高校 区内小学校等、一般社団
法人江東ウィズ

中止 未定

ボランティア体験
（区民まつり、シーサイドマラソン等での体験活動）

区内事業所、スポーツ振興
課 

中止 未定

あしなが学生募金 中村中・高校 あしなが育英会 0名 10月
夏体験ボランティアKOTO 江東ボランティア・センター 中止 7～8月
江東こどもまつりでの活動

（諸業務のボランティアと部活動の発表参加）
江東こどもまつり実行委員
会 

中止 5月

江東区民まつり中央まつりでの活動
（諸業務のボランティアと部活動の発表参加）

a. 中村中・高校
b. 第三商業高校

江東区民まつり中央実行
委員会

a. 中止
b. コロナウイルスの影響で
中止

10月

事前体験【新潟県】
（年1回実施、1泊2日。田植えやハイキングを行う）

中村中・高校 中村中学校 10月
稲刈りを実施

5月

江東ボランティアまつり 社会福祉協議会 中止 9月
a. 防災訓練
b. 宿泊防災訓練

a. 江東商業高校
b. 第三商業高校

a. 城東消防署、江東区役
所、亀戸4丁目自治会
b. 深川消防署、越中島3丁
目町会

a. コロナウイルスの影響で
中止
b. コロナウイルスの影響で
中止

a. 4月下旬
b. 6月1・2日

短期フィールド・スタディーズ 東京臨海副都心まちの景観づくり活動
（花壇管理・球根植栽・クリーン活動）

武蔵野大学 企業・行政機関・各種法人
等

コロナウイルスの影響で中
止

7月～11月 300名予定

防災訓練 1年生と3年生を対象に体育館にてAEDの使用方法と心
肺蘇生法、グラウンドでは起震車、搬送・応急担架、応急
処置、煙体験・ロープ法を体験

中央学院大学中央高校 城東消防署 中止 11月17日

ひらめき　ときめき　サイエ
ンス

温故知新、お灸を科学する -お灸で健康を創造? その効
果を実験で確かめよう-

東京有明医療大学 江東区、日本学術振興会 3月24日実施　11名 未定

柔道教室 子供や一般の方向けに柔道教室を開催 東京有明医療大学柔道部 毎週水・金曜日　30名 毎週水・金曜日
オープンライブラリー 大学附属図書館を中高生に向け開放、大学図書館の学

習環境を体験
東京有明医療大学附属図
書館

コロナウイルスの影響で中
止

8月中旬

中学生・高校生はり・きゅう
治療体験

中学生・高校生を対象に、はり・きゅう治療を体験できるイベ
ント
「ツボって何?」
「はり・きゅう治療ってどんなことをするの?」
「痛そうで怖い・・・」
そんな疑問に大学教員が回答する

東京有明医療大学附属
鍼灸センター

月曜日から金曜日（事前予
約制）

月曜日から金曜日（事前予
約制）



34 ◉ 4　自主活動・社会参加活動の推進

（1）こども・若者にボランティア活動や自然体験等、実体験活動をさせる
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

みんなでまちをきれいにする
ポスターコンクール

地域美化への理解と関心を高めてもらうために区立小・
中学校の生徒を対象とした「みんなでまちをきれいにする
ポスターコンクール」を開催

環境保全課 区立小・中学校 9月29日　応募584点 9月

江東区環境検定 環境に関する基礎的な知識を一層高めるため、中学生を
主な対象とした環境検定をオンラインで実施

温暖化対策課 江東区内中学校・義務教
育学校等

1月（10日間実施）

カーボンマイナスアクション事
業

小学校・義務教育学校5・6年生を中心に、家庭における
CO₂削減の取組（カーボンマイナスこどもアクション）の推
進及びカーボンオフセットの普及・啓発
事業者と協議し、地球温暖化の仕組みと再生可能エネル
ギーについて学習する出前授業を実施

江東エコライフ協議会
東京ガス㈱等

6～12月　37校5,661名 6～12月

環境学習情報館運営事業 区民の環境に配慮した取り組みを支援するため、環境学
習講座や啓発イベントを実施。

温暖化対策課
環境学習情報館（えこっく
る江東）

環境団体（NPO・任意） 通年実施　660名 通年実施

江東エコキッズ事業 こどもたちが環境問題・環境保全の重要性を認識し、広
い視野で行動できるようになるきっかけづくりとして、野外
活動やワークショップ等の参加・体験型の講座を実施

コロナウイルスの影響で中
止

通年実施予定

エコ・リーダー養成事業 持続可能な社会の実現のため、地域で積極的に環境保
全活動を進められる人材の育成を目的にエコリーダー養
成講座を実施

受講者14名
第1回11月20日
第2回11月28日
第3回12月5日
第4回12月11日
第5回12月19日

未定

明るい選挙啓発ポスターコン
クール

若年層の「明るい選挙」啓発事業。選挙が題材のポス
ターを区内小・中・高校の児童・生徒から募集し、選挙に
関心を持たせる

都道府県選挙管理委員会
連合会、都道府県・市区町
村選挙管理委員会、（公財）
明るい選挙推進協会 

文部科学省、
総務省、都道府県・市区町
村教育委員会

9月　応募561点 9月

成人式における啓発活動 模擬投票を体験することにより選挙を身近に感じてもらう。
また、選管ツイッターをPRすることにより、フォロワー数を増
やし、情報発信の波及を促進する。

選挙管理委員会 武蔵野大学 中止 1月9日
（成人の日）

選挙出前授業・模擬選挙 【小学校】
①東陽小
②元加賀小
③深川小
④第五大島小
⑤東川小

【中学校】
⑥第二砂町中
⑦有明西学園

【高等学校等】
⑧都立江東商業高等学校
⑨中央学院大学中央高等学校
⑩都立墨東特別支援学校
⑪都立江東特別支援学校
⑫中村高等学校

選挙管理委員会 江東区明るい選挙推進協
議会、区内小・中学校、高
校等⑨は都選管と共催

【小学校】　3校236名
①11月8日　中止
②12月14日　115名
③12月22日　62名
④1月14日　59名
⑤1月28日　中止

【中学校】　2校216名
⑥11月26日　166名
⑦3月7日　50名

【高等学校等】 3校236名
⑧11月18日　19名
⑨1月26日　中止
⑩2月8日　24名
⑪2月2日、16日　193名
⑫2月中　中止

4～3月
（選挙期間中を除く）



◉ 354　自主活動・社会参加活動の推進

（2）スポーツを通じてこども・若者の体力の向上および心身の健全育成を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

ぜん息児水泳教室 気管支ぜん息の診断を受けているこどもを対象に、健康
教室・水泳指導を実施

健康推進課 コロナウイルスの影響で中
止

9月～12月
毎週木曜日（祝日を除く）15
日間

こども家庭支援課・地域教育
課の事業

城東南部ドッジボール大会 城東地区各児童館、各きっ
ずクラブ

コロナウイルスの影響で中
止

3月
城東北部ドッジボール大会
城東地区児童館連合卓球大会 城東地区各児童館
深川南部ドッジボール大会 深川地区各児童館、各きっ

ずクラブ深川北部ドッジボール大会
深川地区児童館連合卓球大会 深川地区各児童館 2月

豊洲地区委員会のこどもロゲ
イニング

豊洲地区内に設置されたチェックポイントを訪れ、その写
真を撮って得点を競う。

豊洲地区委員会 他事業を検討も、結果とし
て事業中止

他事業を検討も時期は未
定

東陽地区委員会の歩け歩け
大会

親と子の集団歩行により体力の増進とコミュニケーション
を図る

東陽地区委員会 東陽・木場地区連合町会、
江少連東陽地区連合会、
東陽JLC、地区内小・中
PTA

コロナウイルスの影響で中
止

10月10日（スポーツの日）

亀戸地区委員会の歩け歩け
大会

身体を鍛えるとともに亀戸地区の旧跡を訪ね、郷土の認
識を深める

亀戸地区委員会 小・中PTA コロナウイルスの影響で中
止

1月7日

大島地区委員会の歩け歩け
大会

こどもたちの体力増進、親と子のコミュニケーションを図り、
地域間の交流を深める

大島地区子ども会連合会 大島地区委員会、大島JLC 11月3日　256名 11月3日

砂町・南砂地区委員会の歩け
歩け大会

深川七福神めぐり・大縄跳び大会
（体力増進、親睦及び郷土学習を目的として、史跡等を徒
歩で見学し、休憩時間には大縄跳び大会を行うことで、
協調性と集団性を身につける）

砂町・南砂地区委員会 城東警察署、砂町連合町会 2月28日
コロナウイルスの影響で中
止

2月下旬

地域のスポーツ大会 子ども大運動会
（地区内のこどもの体力づくりと親睦を兼ねて実施）

少年団体南部連合会、富
岡地区委員会

コロナウイルスの影響で中
止

11月

東陽・木場地区勤労青少年野球大会
（働く青少年の健全育成と親睦を兼ね、リーグ戦方式で
実施する）

東陽・木場地区勤労青少
年野球連盟

東陽地区委員会 4～9月の日曜日午前6～8
時
3チーム：約60名

4～9月の日曜日午前6～8
時

東陽地区少年野球大会
（地区内2校の4～6年生が学年学級別に試合を行う）

東陽地区少年団体連合会 コロナウイルスの影響で中
止

6・7・9・11・12・2・3月

亀戸子ども会連合会大運動会
（地区内のこどもたちの体力づくりと親睦を兼ね実施）

少年団体亀戸連合会 子ども会役員、亀戸JLC 10月12日　約725名 10月11日

トライスポーツ大会
（幼児から小・中学生まで参加でき楽しめる軽スポーツを
通し、ふれあいの場とする）

砂町地区委員会 砂町地区委員会 10月4日
（砂町地区まつり開催時）
コロナウイルスの影響で中
止

10月3日



36 ◉ 4　自主活動・社会参加活動の推進

（2）スポーツを通じてこども・若者の体力の向上および心身の健全育成を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

地域のスポーツ大会 東陽・木場地域スポーツクラブ
（毎月各週の月、土・日曜日、8種目のスポーツ教室を開催。
子どもたちに各種のスポーツ活動をする機会を提供し、体
力向上を図る）

東陽・木場地域スポーツク
ラブ

東陽地区委員会、スポーツ
振興課、東京都、江東区体
育協会、健康スポーツ公社、
東陽・木場地区連合町会、
地区内小・中学校、PTA、
賛助団体（多数）

通年実施
社会状況に応じて会場が
確保できた場合実施
各回10～30名程度

通年実施予定

スポーツ会館の事業 チャレンジ体操教室 ［木曜・金曜］
（跳び箱やマット運動を行い運動能力を高める）

スポーツ会館 コロナウイルスの影響で中
止

第1期4月から（中止）
第2期9月から
第3期1月から

小学生スポーツ塾 江東区スポーツ推進委員
会

9月

こどもスポーツデー 江東区各連盟・協会 毎月第2・4土曜日午前中
（学校休業日を除く）

わんぱく体操教室 ［木曜・金曜］ 廃止
キッズ空手教室 

（空手技術の向上ほか、礼儀作法を学ぶ）
廃止

ジュニアヒップホップ教室
（基礎の動きやステップを練習する）

オンライン教室にて開催
（新型コロナ対策による）
11～12月 5回 128人

リモートにて通年実施予定

幼児キッズ空手教室 コロナウイルスの影響で中
止

第1期4月から（中止）
第2期9月から
第3期1月から

夏季短期水泳教室
（初級クロール教室）

廃止

達人への道（合気道） 合気道連盟 5・6月
達人への道（剣道） 剣道連盟 10月
達人への道（弓道） 弓道連盟 10・11月　
小学生かけっこ教室

（速く走るコツを学ぶ事業を実施）
5・11月

深川スポーツセンターの事業 こども 体操教室 
（マットや跳び箱など）

深川スポーツセンター コロナウイルスの影響で中
止

廃止

4・5歳児体操教室
（平均台、なわとび、マット運動等）

教室統合のため廃止

ミニバスケットボール教室 ［A・B］
（正しい技術の習得）

夏季7/28～8/24
第2期9月～12月
第3期1月～3月

柔道教室
（ 正しい技術の習得）

第2期9月～12月
第3期1月～3月

こどもスポーツデー 江東区各連盟・協会 毎月第2・4土曜日午前中



◉ 374　自主活動・社会参加活動の推進

（2）スポーツを通じてこども・若者の体力の向上および心身の健全育成を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

深川スポーツセンターの事業 小学生深川スポーツ塾 深川スポーツセンター 富岡地区連合町会、富岡
地区小・中学校及びPTA、
江東区スポーツ推進委員
会

コロナウイルスの影響で中
止

9月～3月

はじめてのキッズフラ教室 第1期4月～8月　第2期9月
～12月
第3期1月～3月

はじめてのクライミングスクール
（小学生を対象としてクライミング技術の習得を目指す）

第1期6月　第2期9月　
第3期3月　※名称変更

キッズスポーツチャレンジ
（小学生を対象にバク転の習得を目指す）

第1期6月　第2期9月
第3期3月

苦手克服教室　鉄棒 夏季7月～8月　
第2期12月　第3期3月

苦手克服教室　跳び箱 夏季7月～8月　
第2期12月　第3期3月

キッズ体操チャレンジ教室
（幼児向けに体操教室を実施）

未定

DANCE!DANCE!DANCE!教室
（期を通じて一連の振り付けを学び、基本的な踊りの表現
や楽しさを学ぶ事業を実施）

未定

キッズスポーツチャレンジ（バドミントン）
（競技バドミントンを体験する事業を実施）

未定

キッズスポーツチャレンジ（卓球）
（競技卓球を体験する事業を実施）

未定

亀戸スポーツセンターの事業 キッズ体操［5・6歳クラス］
（運動能力を高める）

亀戸スポーツセンター コロナウイルスの影響で中
止

1期（4～7月）のみ開催予
定

こどもバレエ教室
（バレエの基礎を学ぶ）

廃止

こどもスイム 
（個々の能力に応じた指導）

1期（4～7月）、
2期（9～11月）開催予定

キッズ体操教室
（鉄棒・跳び箱・ボール運動・レクリエーション等）

未定

キッズチア教室
（チアダンスでリズム感や集中力を養う）

1期（4～7月）、2期（9～10
月）、3期（1～3月）開催予
定

5・6歳児スイミング教室 ［水曜・金曜］
（水遊び・水慣れ、泳ぎの基礎の習得）

1期（4～7月）、2期（9～11
月）開催予定

ミニバスケットボール教室［1～3年、3～6年生］
（ミニバスケットボールの基礎を重点的に指導）

1期（4～6月）開催予定

こどもスポーツデー 江東区各連盟・協会 毎月第2・4土曜日午前中
（学校休業日を除く）



38 ◉ 4　自主活動・社会参加活動の推進

（2）スポーツを通じてこども・若者の体力の向上および心身の健全育成を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

亀戸スポーツセンターの事業 新春亀戸子ども会まつり
（亀戸子ども会連合会との協力事業として地域貢献を目
的とし、ボッチャ、カローリング、ストラックアウト等楽しんでも
らえる種目を実施する）

亀戸スポーツセンター 亀戸子ども会連合会 1月9日開催
1回
参加98人

1月実施予定

小学生わくわくスポーツ塾 江東区スポーツ推進委員
会

コロナウイルスの影響で中
止

4～6月開催予定

かけっこ教室
（速く走るコツを学ぶ事業を実施）

5月を予定

こどもトランポリン体験
（トランポリンを用い、不安定な空中でのバランスをとる筋
力や体幹を鍛える事業を実施）

ワクチン会場ならびに改修
工事のため中止となる予
定

有明スポーツセンターの事業 こどもスポーツデー 有明スポーツセンター 江東区各連盟・協会 コロナウイルスの影響で中
止

毎月第二土曜日
キッズチャレンジ体操教室

（鉄棒、跳び箱、マット体操やダンス等を行う）
9月～3月

有明キッズチア教室
（ソングリーディングを指導）

4月～3月

田中光監修こども体操塾 ［5・6歳］
（マット運動、跳び箱、鉄棒などのコツを指導）

4月～3月

キッズスイム教室 ［水曜A］
（水慣れから水泳の基礎を指導）

水曜B及び木曜日は廃止。

ジュニアスイム教室 ［水曜・木曜］
（呼吸法、フォーム等を基礎から指導）

木曜及び金曜は廃止。

こどもダンス
（自己表現、リズム感等をダンスを通じて養う）

廃止

有明キャンプイン
（体操・球技・水泳の技術力向上を短期間で目指す）

廃止

サッカー教室 [1・2年生、3～6年生] 9月～3月
ミニバスケットボール教室 9月～3月
小学生有明スポーツ塾 江東区スポーツ推進委員

会
9月～3月

冒険ウォーキング
（小学生を対象に、初日は自分で考えたウォーキングコー
スを設定し、翌日はそのコースをめぐるウォーキングを実
施。）

江東区スポーツ推進委員
会

8月

東砂スポーツセンターの事業 こどもリズムダンス教室
（自己表現、集中力等をダンスで身につける）

東砂スポーツセンター コロナウイルスの影響で中
止

3期開催予定、30回、定員
105人

こども水泳教室 ［水曜、金曜］ 
（泳力に合わせた指導）

3期開催予定、60回、定員
240人（水、金開催の合計）

ミニバスケットボール教室①、②
（基礎を重点に低～高学年のレベル毎の指導）

3期開催予定、60回、定員
240人（①、②開催の合計）



◉ 394　自主活動・社会参加活動の推進

（2）スポーツを通じてこども・若者の体力の向上および心身の健全育成を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

東砂スポーツセンターの事業 Kids空手教室
 （強い心身と礼儀・協調性を学ぶ）

東砂スポーツセンター コロナウイルスの影響で中
止

3期開催予定、30回、定員
105人

こどもスポーツデー 江東区各連盟・協会 毎月第2・4土曜日午前中
（学校休業日を除く）

小学生砂町スポーツ塾 江東区スポーツ推進委員
会

3期開催予定、15回、定員
150人

幼児体操教室
（幼児向けにマット運動、跳び箱、鉄棒等を学ぶ事業を実
施）

未定

砂町かけっこ塾
（速く走るコツを学ぶ事業を実施）

未定

深川北スポーツセンターの事
業

こども水泳教室 ［火曜A・B、金曜A・B］
（レベルに合わせ泳法を指導）

深川北スポーツセンター コロナウイルスの影響で中
止

3期開催予定（火）29回　
（金）30回
定員合計180人

ミニバスケットボール教室
（ルールや基本動作を指導し技術の向上を図る）

3期開催予定38回
定員合計150人

幼児水泳教室[火曜]
（水慣れから初歩の泳法にチャレンジ）

廃止

こどもスポーツデー 江東区各連盟・協会 毎月第2・4土曜日午前中
（学校休業日を除く）

小学生深川北inプール 廃止
小学生スポーツ塾in体育室 江東区スポーツ推進委員

会
3期開催予定8回
定員50人

げんキッズ体操教室
（未就学児を対象に体操指導を行う）

3期開催予定30回
定員合計75人

卓球教室 3期開催予定30回
定員合計105人

クロールアカデミー 廃止
小学生かけっこ教室

（運動会に向けて走り方のコツを学ぶ）
春～夏開催予定1回
定員50人

小学生かけっこ教室
（速く走るコツを学ぶ事業を実施）

7月

スポーツ振興課の事業 ファミリースポーツチャレンジ
（スポーツを楽しく体験できるイベント）

スポーツ振興課 江東区スポーツ推進委員
会等

コロナウイルスの影響で中
止

10月

少年運動場の利用促進 江東区学童少年軟式野球
連盟

通年実施
（1月～12月）28,860名

通年実施予定

ジュニア育成地域推進事業 
（競技スポーツの普及、選手の発掘及び競技力向上）

江東区体育協会・（公財）
東京都体育協会・東京都

江東区体育協会加盟団体 10～2月　326名 5～2月

こうとうこどもカヌー大会 スポーツ振興課、教育委員
会

江東区カヌー協会 コロナウイルスの影響で中
止

9月



40 ◉ 4　自主活動・社会参加活動の推進

（2）スポーツを通じてこども・若者の体力の向上および心身の健全育成を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

江東スポーツ施設運営パート
ナーズの事業

①初心者テニス教室
（初心者に基礎習得）

江東スポーツ施設運営パー
トナーズ

①②江東区テニス連盟 ①4月の土曜　コロナウイ
ルスの影響で中止

4月

②こどもテニス教室
（レベルに合わせ基礎習得）

②11月の土曜　164名 11月

③硬式テニス教室
（個々の能力に応じた指導）

③～⑥屋外スポーツ施設
事務所

③4月15日・21日～の水曜と
木曜（雨天中止、祝日等を
除く）849名（2月1日現在）
※緊急事態宣言発令中は
中止

通年実施予定
（水曜・木曜）

④ソフトテニス教室
（個々の能力に応じた指導）

④4月15日～の木曜（雨天
中止、祝日等を除く）465名

（2月1日現在）※緊急事
態宣言発令中は中止

通年実施予定（木曜）

⑤ソフトテニスクリニック
（日曜日開催の特別講座）

⑤2月　コロナウイルスの影
響で中止

2月

⑥硬式テニスクリニック
（日曜日開催の特別講座）

⑥2月　コロナウイルスの影
響で中止

2月

⑦小学生タグラグビー教室
（選手とラグビーを体験）

⑦サントリーサンゴリアス ⑦9月　コロナウイルスの影
響で中止

6月

⑧親子フットサル教室
（プロ選手と親子でフットサル）

⑧フーガドールすみだ ⑧9月　コロナウイルスの影
響で中止

9月

⑨親子スイミング
（幼児が親子一緒にスイミング）

⑨～⑫㈲アクアティク ⑨7月　コロナウイルスの影
響で中止

7月

⑩青空スイミング
（クロールで25m泳ぐことを目標に昼開催）

⑩7月～8月　コロナウイル
スの影響で中止

7月下旬～8月初旬

⑪夕焼けスイミング
（クロールで25m泳ぐことを目標に昼開催）

⑪7月～8月　コロナウイル
スの影響で中止

7月下旬～8月初旬

⑫星空スイミング
（クロールで25m泳ぐことを目標に夜間開催）

⑫7月～8月　コロナウイル
スの影響で中止

7月下旬～8月初旬

⑬笑顔があふれる水泳教室
（オリンピアンから水泳の楽しさを教わる）

⑬㈲アクアティク中村真衣
事務所

⑬8月9日　コロナウイルス
の影響で中止

8月

⑭スポーツの日イベント
（軟式野球大会/こどもテニス教室/ターゲットバードゴル
フ大会）

⑭江東区テニス連盟江東
区軟式野球連盟/江東区
ターゲットバードゴルフ連盟

⑭10月　コロナウイルスの
影響で中止

未定

⑮江東区秋季陸上競技大会 ⑮江東区陸上競技協会 ⑮10月3日
参加者数　1,500名

10月初旬に予定

⑯少年サッカーフェスティバル
（スポーツの日イベント）

⑯江東区少年サッカー連
盟

⑯10月11日　コロナウイル
スの影響で中止

未定

⑰少年・少女スポーツクリニック 陸上競技の部
（陸上競技の基礎習得）

⑰江東区陸上競技協会 ⑰9月～10月にかけて、全
3回　9月は中止　参加延
人数　40名

10月～12月
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（2）スポーツを通じてこども・若者の体力の向上および心身の健全育成を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

江東スポーツ施設運営パート
ナーズの事業

⑱少年・少女スポーツクリニック サッカーの部
（サッカーの基礎指導）

江東スポーツ施設運営パー
トナーズ

⑱江東区少年サッカー連
盟

⑱9月～10月にかけて、全
3回　9月は中止　参加延
人数　172名

10月～12月

⑲リフレッシュヨガ教室
（室内ヨガ）

⑲⑳渡辺美保
（ヨガインストラクター）

⑲3期/年　緊急事態宣言
中は中止
参加延人数305名（2月1日
現在）

通年の木曜

⑳夢の島ナイトヨガ
（野球場の天然芝上でヨガ、夜開催）

⑳8月　コロナウイルスの影
響で中止

7月下旬～8月下旬

㉑チャレンジスポーツパークinゆめのしま
（オリパラ競技を体験）

㉑江東区陸上競技協会ス
ポーツ推進委員会/日本財
団パラリンピックサポートセ
ンター/JBFA/一社）運動
の輪/JTV

㉑実績なし 未定

㉒全国統一かけっこチャレンジ
（短距離タイムの全国順位を計測）

㉒全国公共スポーツ施設
指定管理者/全国かけっこ
チャレンジ事務局

㉒2月　コロナウイルスの影
響で中止

3月

㉓夢の島ランニングクラブ
（ランニング教室）

㉓西田隆維（元マラソン日
本代表）・吉澤永一（元競
歩日本代表）

㉓実績なし 未定

㉔夢の島ランニングクラブ場外活動編
（オリンピック会場を巡るランニングツアー）

㉔屋外スポーツ施設事務
所

㉔実績なし 廃止

㉕シーサイドマラソンランニングクリニック
（シーサイドマラソン当選者向け練習会）

㉕西田隆維（元マラソン日
本代表）/吉澤永一（元競
歩日本代表）/加納由里・
松尾和美（世界陸上女子
マラソン日本代表） /渡辺
美保（ヨガインストラクター）

㉕コロナウイルスの影響で
中止

11月

㉖夢スタ・アスリートクラブ
（陸上競技の基礎習得）

㉖池田剛
（日本体育協会陸上競技
指導員）

㉖4月16日～　緊急事態
宣言中は中止　参加延人
数201名（2月1日現在）

通年の金曜

㉗にこにこノルディックウォーキング
（障害者と付添でノルディックウォーキングの基礎・実歩）

㉗11月16日　2名（2月1日
現在）

5月～2月の火曜

㉘のびのびノルディックウォーキング
（基礎・実歩）

㉘屋外スポーツ施設事務
所

㉘10月5日,11月2日,12月7日　
35名

5月～2月の火曜

㉙わくわくノルディックウォーキング
（ノルディックウォーキングで江東区内名所巡り）

㉙屋外スポーツ施設事務
所

㉙7月6日,11月30日,1月18
日,2月1日
43名（2月1日現在）

5月～2月の火曜

㉚お花見ノルディックウォーキング
（ノルディックウォーキング兼お花見）

㉚屋外スポーツ施設事務
所NPO法人ななすぽ

㉚3月26日
3月実施予定

3月

㉛FC東京　区民無料観戦招待 ㉛屋外スポーツ施設事務
所FC東京

㉛実績なし 廃止



42 ◉ 4　自主活動・社会参加活動の推進

（2）スポーツを通じてこども・若者の体力の向上および心身の健全育成を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

江東スポーツ施設運営パート
ナーズの事業

㉜夢の島東少年野球場の利用促進 江東スポーツ施設運営パー
トナーズ

㉜屋外スポーツ施設事務
所

㉜通年の休日
9,706名（2月1日現在）

通年の休日

㉝車いすテニス教室
（パラスポーツ体験）

㉝屋外スポーツ施設事務
所/Nプランニング

㉝3月27日実施予定 未定

㉞チャレンジスポーツパークinゆめのしま ㉞江東区陸上競技協会/
江東区少年サッカー連盟
/スポーツ推進委員会/日
財）パラリンピックサポートセ
ンター/JBFA/一社）運動
の輪/JVT

㉞実績なし 無し

㉟ラグビートップリーグ　区民無料観戦招待 ㉟日本ラグビーフットボー
ル協会/関東ラグビーフット
ボール協会

㉟2月27日,3月13日
　実施予定

未定

㊱障害者カヌー教室 ㊱江東区スポーツ振興課、
深川カヌークラブ

㊱コロナウイルスの影響で
中止

9月

少年少女スポーツ教室 バスケットボール （深川スポーツセンター） 江東区 江東区バスケットボール連
盟

コロナウイルスの影響で中
止

5月15・21日

柔道 （初心者、スポーツ会館） 江東区柔道会 7月4・11日　32名 6月12・19日、
7月10・24・31日

陸上競技 （亀戸中学校） 江東区陸上競技協会 4月24日　88名 4月24・29日、5月7日
水泳 （明治小・浅間竪川小） 江東区水泳連盟 コロナウイルスの影響で中

止
7月17・18日

バレーボール （スポーツ会館） 江東区バレーボール連盟 コロナウイルスの影響で中
止

7月17日、3月12日

なぎなた （スポーツ会館） 江東区なぎなた連盟 2月19・23・27日、3月6日 4月29日、2月23日
剣道 （第二亀戸小・スポーツ会館） 江東区剣道連盟 コロナウイルスの影響で中

止
9月4日

軟式野球 （夢の島少年野球場） 江東区軟式野球連盟 10月31日　78名 11月3日
サッカー （夢の島競技場） 江東区サッカー連盟 12月5日、2月13日　607名 12月4日、2月12日
空手道 （初心者、スポーツ会館） 江東区空手道連盟 コロナウイルスの影響で中

止
1月22・29日

ソフトテニス （豊住庭球場） 江東区ソフトテニス連盟 コロナウイルスの影響で中
止

1月29日・2月5日

障害者スポーツフェスタこうと
う

障害の有無を問わず参加できるスポーツイベント 健康スポーツ公社 江東区、江東区教育委員
会、江東区スポーツ推進委
員会等

コロナウイルスの影響で中
止

12月11日

小学生スーパードッジボール
大会

ドッジボールを通じて、小学生の体力づくり及び地域間の
交流を図る。

コロナウイルスの影響で中
止

未定

オンライン教室 ヒップホップやチアなどのダンスをオンラインで学ぶ事業を
実施

未定



◉ 434　自主活動・社会参加活動の推進

（3）こども・若者に居場所や活動場所の提供および地域に必要な担い手の育成に取り組む
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

ジュニアリーダー初級講習会 野外体験活動や集団活動、レクリエーション支援を通じ
て、子ども会活動への関心を喚起し、ジュニアリーダー活
動への興味関心を深める

青少年課、江東区少年団
体連絡協議会、青少年委
員会 

10～12月　62名 9～12月

ジュニアリーダー 中級講習会 初級講習会での体験や経験をベースとして、自らの知識・
技術を向上させ、講習会修了後に地域のリーダーとして
の自覚を持ってもらう

10～12月　33名 5～12月

上級研修会 地域行事等に参加する子どもたちへ安全かつ効率的に
指導できるジュニアリーダーを育成

青少年課 江東区少年団体連絡協議
会、江東区青少年委員会

10～12月　延べ58名 5～12月

校庭遊び場事業 区立幼稚園庭・小学校庭等を遊び場として開放 地域教育課・各校校庭遊
び場運営委員会

4月～1月実施
小学校17校　幼稚園4園

（通年実施の予定だったが
コロナ対策で緊急事態宣言
中、および1月20日以降自粛
している。再開は未定。）

通年実施予定

成人式キャンペーン 薬物乱用防止ブースを出展し、薬物乱用防止啓発ポケッ
トティッシュ等を配布し、新成人に対し薬物乱用防止啓発
を行う

東京都薬物乱用防止推進
江東地区協議会

青少年課、深川・城東・東
京湾岸警察署

1月10日（成人の日）　 1月9日（成人の日）

こどもまつり会場でのキャン
ペーン

こどもを対象に簡単なゲームを行い、景品としておもちゃと
薬物乱用防止啓発資材を配布する

東京都薬物乱用防止推進
江東地区協議会

江東こどもまつり実行委員
会

コロナウイルスの影響で中
止

5月15日

区民まつり会場でのキャン
ペーン

来場者に対し薬物乱用防止啓発資材を配布する 江東区民まつり中央実行
委員会

コロナウイルスの影響で中
止

10月

いじめ問題対策連絡協議会 児童・生徒の健全育成の問題点及び対策を関係機関・
団体と連携を図り具体的方策を探り、その徹底を図る

指導室 深川・城東・東京湾岸警察
署、法務局、江東児童相談
所、江戸川少年センター、ス
クールロイヤー

11月、3月　36名
3月は3月9日予定

11月、3月

子ども会育成指導者地域別研
究協議会

子ども会活動の意義や育成者の役割、今後の課題など
について、各地域の実情の分析・研究・協議を行い、よりよ
い活動につなげていく。

青少年課 江東区少年団体連絡協議
会

11～12月（6地区実施） 10～12月

江東ジュニアリーダーズクラ
ブの育成

子ども会で、こどもたちを直接指導する少年リーダーの自
己研修、相互学習の援助等を実施している

青少年課、江東区少年団
体連絡協議会、青少年委
員会

通年実施 通年



44 ◉ 4　自主活動・社会参加活動の推進

（3）こども・若者に居場所や活動場所の提供および地域に必要な担い手の育成に取り組む
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

東陽ジュニアリーダーズクラ
ブの活動

①東陽地区総会、定例会 ①東陽JLC 東陽JLC、東陽連合会 コロナウイルスの影響で中
止

①4月
②少年キャンプ ②東陽連合会、青少年課 東陽連合会 ②8月
③イーストまつり ③東陽六・七丁目町会 東陽六、七丁目町会、江東

JLC
③8月

④歩け歩け大会 ④東陽連合会 東陽JLC ④10月
⑤YMCAクリスマス会 ⑤YMCA 東陽JLC、東陽連合会 ⑤12月

西部ジュニアリーダーズクラ
ブの活動

①高森運動会 ①高森子ども会 西部連合会、江東区、各地
域子ども会、高橋商店街振
興組合、青少年委員会、教
育委員会、元加賀小学校、
深川小学校、八名川小学
校、森下児童館

コロナウイルスの影響で中
止

①未定
②2017春ののら天市場 ②高橋商店街振興組合 ②未定
③総会 ③西部JLC ③書面開催 ③未定
④西部地区キャンプ説明会・地域体験会 ④西部連合会 ④9月　数名 ④7月
⑤少年キャンプ ⑤西部連合会 ⑤9月　数名 ⑤8月
⑥クリスマス会 ⑥西部連合会 ⑥12月　数名 ⑥12月
⑦定例会 ⑦西部JLC コロナウイルスの影響で中

止
⑦未定

しおかぜジュニアリーダーズ
クラブの活動

①定例会 ①しおかぜクラブ しおかぜクラブ コロナウイルスの影響で中
止

①4月
②地域体験会Ⅰ ②江南連合会、南部連合

会
②6月

③地域体験会Ⅱ ③江南連合会、南部連合
会

③7月

④富岡二丁目お手伝い ④富岡二丁目子ども会 ④未定
⑤豊洲児童館お手伝い ⑤豊洲児童館 ⑤未定
⑥南部お楽しみ会 ⑥南部連合会 ⑥7月30日～8月1日
⑦江南キャンプ ⑦江南連合会 ⑦8月1日～8月3日
⑧南部お楽しみ会 ⑧南部連合会 ⑧9月
⑨毎年企画大会 ⑨青少年対策豊洲地区委

員会
⑨未定

⑩豊洲フェスタ ⑩江南連合会 ⑩10月23日 ⑩10月
⑪深川っこ運動会 ⑪南部連合会ほか しおかぜクラブ コロナウイルスの影響で中

止
⑪10月

⑫南部運動会 ⑫南部連合会 ⑫11月
⑬琴平子ども会クリスマス会 ⑬琴平子ども会 ⑬12月
⑭木場三丁目子ども会クリスマス会 ⑭木場三丁目子ども会 ⑭12月
⑮江南クリスマス会 ⑮江南連合会 ⑮12月19日 26名 ⑮12月
⑯富岡一丁目クリスマス会 ⑯富岡一丁目子ども会 コロナウイルスの影響で中

止
⑯12月

⑰たこあげ会 ⑰青少年対策豊洲地区委
員会

⑰1月8日 天候不順（大雪）
のため中止

⑰1月

⑱豊洲シビックセンターお手伝い ⑱江南連合会 しおかぜクラブ ⑱今年度要請なし ⑱未定



◉ 454　自主活動・社会参加活動の推進

（3）こども・若者に居場所や活動場所の提供および地域に必要な担い手の育成に取り組む
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

北部ジュニアリーダーズクラ
ブの活動

①総会・定例会 ①北部JLC・北部地区連
合会

北部JLC・北部地区連合
会

コロナウイルスの影響で中
止

①5月

②八ヶ町運動会 ②八ヶ町子ども会 八ヶ町子ども会 ②5月
③キャンプ事前交流会 ③～⑤北部JLC・北部地

区連合会
北部JLC・北部地区連合
会

③7月
④北部キャンプ ④コロナウイルスの影響で

中止
申込者へJLより手紙と冷感
タオルを配布

④8月

⑤キャンプ事後交流会 コロナウイルスの影響で中
止

⑤9月

⑥クリスマス会 ⑥八ヶ町子ども会 八ヶ町子ども会 ⑥12月　川南小、扇橋小
の全児童1,050名へプレゼ
ント配布

⑥12月

亀戸ジュニアリーダーズクラ
ブの活動

①亀戸JLC定例会 ①亀戸JLC 亀戸JLC、亀戸子ども会連
合会

コロナウイルスの影響で中
止

①5月

②はねかめまつり ②亀戸文化センター ②7月　感染対策のため
JL参加はなし

②7月

③亀戸地区少年キャンプ ③亀戸子ども会連合会 コロナウイルスの影響で中
止

③8月
④亀戸地区まつり ④江東区民まつり中央実

行委員会
④8月

⑤亀戸子ども会連合会運動会 ⑤亀戸子ども会連合会 ⑤10月
⑥ドッヂボール ⑥亀戸児童館 ⑥10月
⑦亀戸子ども会クリスマス会 ⑦亀戸三丁目宮元町会子ど

も会、亀戸三丁目天神町会
⑦12月　感染対策のため
JL参加はなし

⑦12月

⑧亀戸七丁目南子ども会クリスマス会 ⑧亀戸七丁目南部町会 コロナウイルスの影響で中
止

⑧12月
⑨亀戸七丁目北子ども会クリスマス会 ⑨亀戸七丁目北部町会 ⑨12月
⑩亀戸クリスマス会 ⑩亀戸子ども会連合会 ⑩12月
⑪新春亀戸子どもまつり ⑪亀戸子ども会連合会 ⑪1月　感染対策のため

JL参加はなし
⑪1月

⑫亀戸二丁目わかば子ども会クリスマス会 ⑫亀戸二丁目わかば子ど
も会

コロナウイルスの影響で中
止

⑫12月

⑬定例会 ⑬亀戸子ども会連合会 ⑬3月 ⑬毎月1回



46 ◉ 4　自主活動・社会参加活動の推進

（3）こども・若者に居場所や活動場所の提供および地域に必要な担い手の育成に取り組む
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

大島ジュニアリーダーズクラ
ブの活動

①大島JLC総会 ①大島JLC 大島JLC、大島子ども会連
合会

①オンライン開催 ①4月
②大島JLC定例会 ②大島JLC ②オンライン開催 ②6月
③大島地区キャンプ ③青少年課、大島子ども会

連合会
コロナウイルスの影響で中
止

③8月

④東町会秋のまつりお手伝い ④東町会 ④未定
⑤ミニこども広場 ⑤～⑨大島子ども会連合

会
⑤9月

⑥歩け歩け大会 ⑥11月　9名 ⑥11月
⑦クリスマス会 ⑦12月　12名 ⑦12月
⑧大島六丁目団地クリスマス会 ⑧12月　5名 ⑧12月
⑨スケート大会 コロナウイルスの影響で中

止
⑨2月

砂町ジュニアリーダーズクラ
ブの活動

①砂町JLC総会・定例会 ①砂町JLC 砂町JLC、砂南連合会、砂
北連合会

コロナウイルスの影響で中
止

①4月

②三砂小ウィークエンドスクール ②第三砂町小学校 ②5月
③砂南キャンプ ③砂南連合会、青少年課 ③7月
④砂北キャンプ ④砂北連合会、青少年課 ④8月11日～13日
⑤東大島ハイライズ夏まつり ⑤東大島ハイライズベイブ

子ども会
⑤7月

⑥砂町区民まつり ⑥江東区民まつり中央実
行委員会

⑥10月

⑦小名木川児童館まつり ⑦小名木川児童館 ⑦10月
⑧二砂小まつり ⑧第二砂町小学校 ⑧11月
⑨砂南クリスマス会 ⑨砂南連合会 ⑨12月　50名 ⑨12月
⑩砂北クリスマス会 ⑩砂北連合会 ⑩12月　17名 ⑩12月
⑪ライオンズクリスマス会 ⑪ライオンズ子ども会 コロナウイルスの影響で中

止
⑪12月

⑫東大島ハイライズもちつき大会 ⑫東大島ハイライズ ベイブ
子ども会

⑫12月

⑬砂町JLC定例会 ⑬砂町JLC ⑬2月
⑭砂南ワンパクバスハイク ⑭砂南連合会 ⑭3月
⑮砂北バスハイク ⑮砂北連合会 ⑮3月
⑯砂町JLC定例会 ⑯砂町JLC ⑯3月

江東ジュニアリーダーズクラ
ブの活動

①江東JLC総会 ①江東JLC ①江東区少年団体連絡協
議会、江東区青少年委員
会、青少年課

コロナウイルスの影響で中
止

①4月

②江東こどもまつり ②江東こどもまつり実行委
員会

②5月

③青少年交流プラザまつり ③江東区青少年交流プラ
ザ

③2月　コロナウイルスの影
響でブース出展なし

③未定



◉ 474　自主活動・社会参加活動の推進

（3）こども・若者に居場所や活動場所の提供および地域に必要な担い手の育成に取り組む
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

江東ジュニアリーダーズクラ
ブの活動

④こうとうこどもカヌーチャレンジ2021 ④スポーツ振興課 コロナウイルスの影響で中
止

④未定
⑤江東JLC定例会 ⑤江東JLC ⑤不定期（1,2回/年）
⑥江東区民まつり ⑥江東区民まつり中央実

行委員会
⑥10月

⑦冬のプラザフェスタ ⑦江東区青少年交流プラ
ザ

⑦なし ⑦なし

⑧JL講習会認定者宿泊研修会 ⑧江東JLC ⑧江東区少年団体連絡協
議会、江東区青少年委員
会、青少年課

コロナウイルスの影響で中
止

⑧3月

⑨青少年交流プラザダンスステージ ⑨江東区青少年交流プラ
ザ

⑨11月　10名 ⑨未定

⑩青少年交流プラザハロウィン ⑩江東区青少年交流プラ
ザ

⑩11月　16名 ⑩未定

教育委員会の研修事業 PTA基礎研修会 
（PTA活動の充実と円滑な運営を図るために方向性とあ
り方を研修する）

地域教育課、小学校PTA
連合会、中学校PTA連合
会

6月12日　385名（オンライ
ン）

6月11日

PTA広報紙研修会
（PTA広報紙の役割やノウハウを学習し、充実をめざす）

10月2日　50名（オンライン）
※コロナウイルスの影響で
広報紙を作成するPTAが
少ないため、代替研修を実
施。PTAの活性化を目的と
してテーマごとにPTA会
長によるディスカッションを
行った。

未定

生活指導主任会
（小・中学校・義務教育学校での生活指導の充実と徹底
を図るため、各々で生活指導研修会を実施し、小・中学校
の生活指導主任は研修・情報交換を行う）

指導室 4月～3月（計10回）80名 4月～3月（計11回）

民生・児童委員の研修事業 児童福祉部会の推進
（児童、青少年の福祉に関する研修等を行う）

民生・児童委員協議会 福祉課 6月（参加者19名） 6・2月

主任児童委員部会の推進
（主任児童委員活動を積極的に推進するため研修等を
行う）

10月（書面開催）



48 ◉ 4　自主活動・社会参加活動の推進

（3）こども・若者に居場所や活動場所の提供および地域に必要な担い手の育成に取り組む
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

地区委員会の研修事業 管外研修会【白河】 白河地区委員会 コロナウイルスの影響で中
止

10月
施設見学会【富岡】

（日帰り：都立誠明学園　宿泊：長野少年鑑別所）
富岡地区委員会 日帰り10月

宿泊2月
委員研修会及び上級救命講習の実施【豊洲】

（委員研修会：日帰りによる施設見学等で、隔年
にて実施。上級救命講習：深川消防署主催の救命講習
参加。）

豊洲地区委員会 ①委員研修：令和3年度は
中止
②上級救命講習：2月19日　
7名

未定

施設見学会【小松橋】
（地区委員の交流と知識向上のための研修会）

小松橋地区委員会 コロナウイルスの影響で中
止

3月

委員研修会「施設見学会」【東陽】
（日帰り）

東陽地区委員会 地区内小・中学校PTA、東
陽・木場地区連合町会、青
少年委員ほか

未定

施設見学会【亀戸】 亀戸地区委員会 3月上旬
研修会【大島】

（東京湾周遊研修会）
大島地区委員会 11月27日

研修会【砂町・南砂合同】
（砂町・南砂地区委員会合同で、体験学習や施設見学を
行う）

砂町・南砂地区委員会 12月
コロナウイルスの影響で中
止

12月

青少年育成団体代表者交流
会

地区内青少年育成団体代表者が交流を行うことによっ
て団体の育成を図るとともに、地域活動を促進することに
努める

亀戸地区委員会 小・中PTA、青少年委員、亀
戸子ども会連合会、スポーツ
推進委員

3月8日　実施前33名 3月7日

図書館の事業 小学生向け図書目録「こどものほんだな」を作成し、区立
小学校全児童に配布する

図書館 6月配布。区立小学校全児
童に配布

隔年発行

中学生向け図書目録「ぶっくなび」を作成し、区立中学校
全生徒に配布する

6月配布
区立中学校新一年生に配
布

グループ学習室
（図書館の鑑賞室を利用して友達や保護者と相談しなが
ら勉強できる）

江東図書館 コロナウイルスの影響で中
止

夏休みや冬休み等長期休
暇期間及び定期試験期間
を予定

地域教育課の事業 江東きっずクラブ
（放課後等に児童が安全で安心して過ごせる居場所・生
活の場を小学校等を活用して提供する。放課後子ども教
室機能をもつA登録と学童クラブ機能をもつB登録との連
携・一体化事業）

地域教育課 通年実施　46校 通年実施予定

ウィークエンドスクール・こうとう
（地域住民が運営主体となり、主に土曜日に学校施設を
利用して児童の学習・体験活動を実施する）

地域教育課、各校ウィーク
エンドスクール運営委員会

4月～1月実施　5校
（通年実施の予定だったが
コロナ対策で緊急事態宣言
中、および1月20日以降自粛
している。再開は未定。）

通年実施予定



◉ 494　自主活動・社会参加活動の推進

（3）こども・若者に居場所や活動場所の提供および地域に必要な担い手の育成に取り組む
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

各児童館の事業 児童館の利用促進【18館】
（地域の児童、生徒の健全育成のため、図工室・図書室・
集会室等で行事を実施する）

各児童館 通年実施（集計4～1月）
156,673名

通年実施予定

青少年交流プラザの事業 青少年交流プラザ施設の利用
（青少年の自主的活動を促進し、併せて青少年団体及
び指導者の育成、情報提供によって学習・文化の創造的
活動を支援）

青少年交流プラザ 通年実施　77,362名
（※1月末現在）

通年実施予定

居場所づくり事業
（ロビーワーク、季節事業、図書事業など、学校・自宅に次
ぐ第三の居場所として機能させ、青少年の健全育成や
活動支援を行う）

（4）就職支援とキャリア教育の充実を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

経済課の事業 （R3）アウトオブキッザニア in KOTO
（キッザニア監修による区内中小企業でのものづくり体
験）

（R4）Out of KidZania in Koto
（キッザニア監修による区内中小企業でのしごと体験）

経済課 （R3）区内中小企業、㈱
JTB、KCJGROUP㈱

（R4）区内中小企業、KCJ 
GROUP㈱

コロナウイルスの影響で中
止

小中学校の夏休み期間の
実施を予定

こうとう若者・女性しごとセンター事業
（新卒予定者を含む若者や女性等の多様な求職者を対
象に、就業に向けたセミナーや就業相談、面談会等を実
施し、区内企業への就職につなげる。区内中小企業の雇
用支援を目的とする事業。区内の大学等と連携し、就職
活動支援、キャリア教育を実施）
※令和2年度よりオンラインカウンセリングやオンラインセミ
ナーも実施している。

パーソルテンプスタッフ㈱ 通年実施　1,001名
（※1月末現在　令和3年
度新規登録者）

通年実施予定

江東お店の魅力発掘発信事業
（ことみせ情報誌に「こども記者が行く!」のコーナーを掲
載。区内在住または在勤の小・中学生に商店街のお店に
行き取材をしてもらう）

ことみせ事務局 2か月に1回（奇数月の第3
金曜日）発行　16人（各回
2～3人）

2か月に1回（奇数月の第3
金曜日）発行

こども家庭支援課の事業 合宿通学
（小学4～6年生が地区集会所等の地域施設に合宿しな
がら通学し異年齢集団での共同生活や地域活動を体験
する）

こども家庭支援課、合宿通
学実行委員会

コロナウイルスの影響で中
止

6～11月

江東区内都立高校紹介 江東区内8校の都立高校を現役の生徒が紹介する 江東区青少年委員会 区内都立高校、江東区教
育委員会、青少年課

ケーブルテレビとYouTube
を活用し、動画配信形式で
実施

7月



50 ◉ 4　自主活動・社会参加活動の推進

（4）就職支援とキャリア教育の充実を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

江東区立中学校生徒会交流
会

各学校の意見交流、青少年委員との交流を行い、生徒
会活動の充実を図るとともにリーダーとしての資質や態度
を育てる

江東区立中学校教育研究
会特例活動部

江東区青少年委員会、青
少年課

コロナウイルスの影響で中
止

未定

職業安定所が行う適性検査・
講習会等

職業適性検査等【一般職業適性検査】
（各学校からの依頼により実施）

江東区・江戸川区内の中
学校・高校

木場公共職業安定所 【集計4～1月】
7～5月　271名

7～5月

職業レディネステスト【適性検査】
（基礎的志向性と職業志向性を測ることにより、生徒の職
業に対する準備度を把握し、生徒が職業に関する自分
のイメージをチェックしたり、進路選択への動機付けを促
す）

7～5月　11名 7～5月

職業講話
（正しい進路と職業の選び方、「職場体験」の事前指導
等。各学校からの依頼による）

7～5月　1,146名

職業講話等
（特別支援学校等の生徒に対し、就職に際しての心構え
や予備職業相談等の実施）

木場公共職業安定所 江東区・江戸川区の特別
支援学校及び特別支援学
級

5月11名　7月39名
12月2名　3月9名

5～3月

職場実習の受け入れ 江東区・江戸川区の特別支
援学校、江東区の中学校

11月　1名 5～3月

労働関係法令の基礎知識に関する講義 コロナウイルスの影響で中
止

7～5月
職業意識啓発小冊子「明日にエール。」配布
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（4）就職支援とキャリア教育の充実を図る
事業名 内　容 主催（主管）等 関係機関・団体等 3年度実績 4年度実施予定時期

学校が行う事業 企業等での就業体験 大江戸高校 各企業 中止 未定
企業訪問

（企業を1日訪問、仕事・職場・理念を理解）
中村中・高校 各企業 8月（中学48名、高校76名）8月

生き方講演会 
（社会人を招いて講話）

卒業生 11月（動画配信）　313名 11月

企業探究
（各企業と連携し、企業担当者からの新規事業プランを
探究）

各企業 9月～3月　42名 9月～3月

中高大連携プログラム
（大学教育研究に触れるとともに、大学生のキャリア意識
を理解）

東京海洋大学海洋工学部 随時

職場体験学習
（企業・事業所で3日間、仕事を体験）

指導室 企業・商店・行政機関など コロナウイルスの影響で中
止

5～3月

大学の学外実習 a. 東京海洋大学海洋工
学部
b. 有明教育芸術短期大学

a. 企業・行政機関・各種法
人等
b. 保育所・幼稚園等

6月、8～9月、11月、2～3月
a. 7名　b. 280名（※令和
3年1～12月実績）

6月、8～9月、11月、2～3月

ボランティア職場体験
（自治体教育支援事業、民間の園・施設）

有明教育芸術短期大学 企業・行政機関・各種法人
等

通年　約5名 通年実施予定

国内インターンシップ
（企業等で5～10日間程度の就業体験を行う）

武蔵野大学 7～9月　履修者37名（うち
江東区内企業・自治体派
遣者数0名）

通年実施予定

短期・中期・長期フィールド・スタディーズ
（実働5日～20日間程度の就業体験・企画提案を行う）

コロナウイルスの影響で中
止

7月～9月　22名予定

企業・専門学校でのインターンシップ 第三商業高校 各企業・専門学校等60カ所 コロナウイルスの影響で中
止

2月
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昭和29年3月24日
条例第2号

江東区青少年問題協議会条例

（設置）
第1条 　地方青少年問題協議会法（昭和28年法律第83号）第1条の規定に基づき、区長の附属機

関として江東区青少年問題協議会（以下「協議会」という。）を置く。
（昭41条例24・平12条例80・平26条例6・一部改正）

（所掌事務）
第2条　協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

⑴ 　青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に係る必要な事項の調
査審議に関すること

⑵ 　青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するための
関係行政機関相互の連絡調整に関すること。

（平26条例6・一部改正）

（組織）
第3条　協議会は、会長及び委員50人以内をもって組織する。

2　会長は、区長をもって充てる。
3　委員は、次に定める者のうちから、区長が任命又は委嘱する。

⑴　区議会議員
⑵　学識経験者
⑶　関係行政機関の職員
⑷　区の職員
（平26条例6・全改）

（委員の任期）
第4条 　前条第2号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。
（平26条例6・一部改正）

（会長の権限並びに副会長の設置及び権限）
第5条　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2　協議会に副会長2人を置く。
3　副会長は、委員の互選によりこれを定める。

4 　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する副会長がそ
の職務を代理する。

5 　会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を
代理する。

（平26条例6・一部改正）

（招集）
第6条　協議会は、会長が招集する。

（常任委員会）
第7条 　協議会の審議事項に民意を反映させるため、民意を調査審議する機関として、協議会に、

常任委員会を置くことができる。
（昭48条例31・追加、平26条例6・一部改正）

（定足数及び表決数）
第8条　協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2　協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
（昭48条例31・旧第7条繰下、平26条例6・一部改正）

（委任）
第9条　この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

（昭48条例31・旧第8条繰下、平26条例6・一部改正）

附　則
この条例は、公布の日から施行する。

付　則（中間省略）

附　則（平成26年条例第6号）
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
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（趣旨）
第1条 　この規則は、江東区青少年問題協議会条例（昭和29年3月江東区条例第2号。以下「条例」

という。）第9条の規定に基づき、江東区青少年問題協議会（以下「協議会」という。）の運
営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（平20規則40・一部改正）

（委員）
第2条　条例第3条第2号の学識経験者は、次に掲げる者とする。

⑴　保護司
⑵　民生委員・児童委員
⑶　江東区教育委員会の委員
⑷　青少年委員
⑸　青少年団体の代表
⑹　青少年対策地区委員会の代表
⑺　東京都薬物乱用防止推進江東地区協議会の代表
⑻　女性団体の代表
⑼　小学校、中学校及び義務教育学校のPTAの代表
⑽　前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2　条例第3条第3号の関係行政機関の職員は、次に掲げる者とする。
⑴　深川警察署長
⑵　城東警察署長
⑶　東京湾岸警察署長
⑷　木場公共職業安定所長
⑸　東京家庭裁判所主任家庭裁判所調査官
⑹　東京保護観察所江東地区担当保護観察官
⑺　江東児童相談所長

3　条例第3条第4号の区の職員は、次に掲げる者とする。
⑴　地域振興部を担任する副区長
⑵　政策経営部長
⑶　総務部長
⑷　地域振興部長
⑸　保健所長

昭和49年3月20日
規則第9号

江東区青少年問題協議会条例施行規則

⑹　こども未来部長
⑺　土木部長
⑻　教育長
⑼　教育委員会事務局次長
（昭50規則41・昭53規則24・昭57規則23・昭62規則61・昭63規則18・平5規則7・平11規
則26・平13規則11・平16規則67・平19規則43・平20規則40・平21規則33・平22規則12・
平26規則7・平27規則22・平29規則61・一部改正）

（協議会の開催）
第3条 　協議会定例会は、毎年2回開くものとする。ただし、会長が、特に必要があると認めるときは、

臨時に協議会を開くことができる。
2 　会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取する
ことができる。

（平16規則67・平26規則7・一部改正）

（議題の提出）
第4条 　委員が議題を提出しようとするときは、件名、提出理由及び必要資料を、会長あて文書をもって、

届け出るものとする。
（平16規則67・一部改正）

（常任委員会）
第5条 　常任委員会（以下「委員会」という。）の委員の数は、13人以内とし、協議会委員のうち、

次に掲げる者をもって構成する。
⑴　保護司
⑵　民生委員・児童委員
⑶　青少年委員
⑷　青少年団体の代表
⑸　青少年対策地区委員会の代表
⑹　東京都薬物乱用防止推進江東地区協議会の代表
⑺　女性団体の代表
⑻　小学校、中学校及び義務教育学校のPTAの代表
⑼　地域振興部を担任する副区長
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⑽　地域振興部長
⑾　教育委員会事務局次長

2 　委員会は、協議会の円滑な運営を図るため、協議会の調査審議事項について、資料の収集、
原案の作成等を行い、協議会委員の人選について助言する。

3 　委員会委員の互選により、委員長及び副委員長を選任する。
4 　委員会は、委員長がこれを招集し、会議を主宰する。
5 　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 　委員長及び副委員長にともに事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職
務を代理する。

7 　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取す
ることができる。

（昭53規則24・昭63規則18・平5規則7・平16規則67・平19規則43・平21規則33・平26規則7・
平29規則61・一部改正）

（幹事及び書記）
第6条　協議会に、幹事及び書記を置く。

2　区長は、次に掲げる者を幹事として委嘱又は任命する。
⑴　政策経営部企画課長
⑵　総務部危機管理課長
⑶　地域振興部地域振興課長
⑷　地域振興部経済課長
⑸　地域振興部スポーツ振興課長
⑹　地域振興部青少年課長
⑺　保健所健康推進課長
⑻　こども未来部こども家庭支援課長
⑼　土木部施設保全課長
⑽　土木部交通対策課長
⑾　教育委員会事務局指導室長
⑿　教育委員会事務局地域教育課長
⒀　深川警察署生活安全課長
⒁　城東警察署生活安全課長
⒂　東京湾岸警察署生活安全課長

3　区長は、次に掲げる者を書記として委嘱又は任命する。
⑴　総務部危機管理課防犯担当係長
⑵　地域振興部地域振興課地域振興係長
⑶　地域振興部経済課融資相談係長
⑷　地域振興部スポーツ振興課スポーツ振興係長
⑸　地域振興部青少年課青少年係長

⑹　地域振興部青少年課地域連携係長
⑺　保健所健康推進課庶務係長
⑻　こども未来部こども家庭支援課こども家庭係長
⑼　こども未来部こども家庭支援課養育支援係長
⑽　土木部施設保全課庶務係長
⑾　教育委員会事務局指導室指導主事
⑿　教育委員会事務局地域教育課地域学習支援係長
⒀　教育委員会事務局地域教育課放課後支援係長
⒁　教育委員会事務局地域教育課社会教育担当係長
⒂　深川警察署生活安全課少年第一係長
⒃　城東警察署生活安全課少年第一係長
⒄　東京湾岸警察署生活安全課少年係長

4　幹事は、会長の命を受け、委員を補佐し、協議会の会務をつかさどる。
5　書記は、会長の命を受け、資料の収集その他必要な事務に従事する。

（昭50規則41・昭57規則23・昭57規則33・昭62規則61・昭63規則18・平元規則77・平5規則7・
平6規則18・平7規則4・平7規則47・平10規則45・平11規則26・平13規則11・平16規則
67・平19規則43・平20規則40・平21規則33・平22規則12・平24規則29・平25規則13・平
26規則7・平27規則22・平29規則17・平31規則9・一部改正）

（事務局）
第7条　協議会の事務局は、地域振興部青少年課に置く。

2　事務局長は、地域振興部青少年課長をもって充てる。
3　事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を統括する。

（昭63規則18・平5規則7・平16規則67・平19規則43・平21規則33・一部改正）

付　則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附　則（中間省略）

附　則（平成13年規則第11号）　抄
（施行期日）
1　この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附　則（平成16年規則第67号）
この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成19年規則第43号）
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江東区青少年問題協議会委員の選出母体等

区議会、保護司会、民生・児童委員協議会、教育委員会、青少年委員会、少年団
体連絡協議会、青少年対策地区委員会、東京都薬物乱用防止推進江東地区協議会、
更生保護女性会、小・中学校PTA連合会、各防犯協会、町会連合会、商店街連合会、
スポーツ推進委員会、区立小・中学校長会、江東区高等学校代表、各警察署長、木
場公共職業安定所長、東京家庭裁判所調査官、東京保護観察所保護観察官、江東
児童相談所長、区長、副区長、政策経営部長、総務部長、地域振興部長、保健所長、
こども未来部長、土木部長、教育長、教育委員会事務局次長（掲載順不同）

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附　則（平成20年規則第40号）
この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成21年規則第33号）
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附　則（平成22年規則第12号）
この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成24年規則第29号）抄
（施行期日）
1　この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附　則（平成25年規則第13号）
この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附　則（平成26年規則第7号）
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附　則（平成27年規則第22号）
この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附　則（平成29年規則第17号）
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附　則（平成29年規則第61号）
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附　則（平成31年規則第9号）
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
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