2022/4/28

「ピンクシャツデー2022 in 神奈川」実施報告書
特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンドでは、子どもの幸せを願う企業、団体、市民の皆様の
ご協力をいただき、ピンクシャツデー2022 神奈川推進委員会を設置し、多様性を認め合ういじめのない
社会づくりに取り組んでまいりました。まん延防止等重点措置期間中ではありましたが、県内の小中高
校や子ども支援団体等でのポスター掲示、ライトアップや商業施設での取組み、パネル展示、公式サイ
トの開設等を通じてピンクシャツデーの意義をお伝えすることができました。
これもひとえに皆様の温かなご協力・ご支援の賜物と、深く感謝申し上げます。ここにピンクシャツ
デー2022 の実施報告を申し上げます。
＜実施内容＞
1.ピンクシャツデーキャンペーンを広く知っていただく取組み
（１）展示イベントの実施
「ピンクシャツデー2022 in 神奈川」～「いじめストップ！」ワールドアクション～
日

時

2 月 23 日（水）13：00～18：00

場

所

新都市プラザ（横浜駅東口地下２階）

来場者数

約 500 名（当日パンフレット配布数より）

展示参加団体 神奈川県教育委員会

横浜市教育委員会

神奈川県ユニセフ協会

NPO 法人ジェントルハートプロジェクト （公財）横浜ＹＭＣＡ

（当日の様子①）

（当日の様子②）

（当日の様子③）

〇来場者の声から
・娘が小学校の朝会で校長先生からピンクシャツデーの話を聞いたそうです。娘に誘われ、一緒
にピンク色の洋服を着て展示を見にきました。大切なことだと思います。
・この展示を見てピンクシャツデーのことを初めて知りました。インターネットでのいじめなど
現代の課題にも向き合える活動だと思います。
・私も子どもの頃、ずっといじめられて辛い思いをしました。母親が励ましてくれて、積極的に
学校や教育委員会にかけ合ってくれたことが救いでした。今こうして大人になり生活できてい
るので、今の子どもたちにも強く生きてほしいです。
他多数
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（２）ピンク色のライトアップ
〇関内、桜木町、みなとみらい地区
・横浜税関

21 日(月)～28 日(月)

・横浜市庁舎

21 日（月）～27 日（日）

・横浜ランドマークタワー

21 日（月）～27 日（日）

・横浜モアーズ（横浜西口）23 日（水・祝）
・横浜ハンマーヘッド

23 日（水・祝）

〇片瀬・江の島地区
・藤沢市庁舎

23 日（水・祝）

・江の島シーキャンドル

23 日（水・祝)

〇鎌倉地区 大船観音寺

21 日（月）～27 日（日）

〇小田原市 小田原城

23 日（水・祝）20：00～20：30

横浜市庁舎～MM 地区）

(横浜ハンマーヘッド)

（横浜モアーズ）

（横浜ランドマークタワー）

（藤沢市役所）

（小田原城）

※他、改修等により見合わせ
神奈川県庁、横浜市開港記念会館、横浜マリンタワー
（３）商業施設等における展開
デジタルサイネージ、ポスター掲示、インフォメーション係員の
オリジナルマスク着用等
〇横浜駅西口地区 協力：(一社)横浜西口エリアマネジメント
・横浜タカシマヤ
・相鉄ジョイナス
・横浜モアーズ
・シァル横浜
・ニュウマン横浜
〇横浜駅東口地区
・そごう横浜店
(ランドマークプラザ)
〇みなとみらい・新港地区 協力：(一社)横浜みなとみらい 21
・ランドマークプラザ
・横浜ワールドポーターズ
・横浜ハンマーヘッド
○その他 ・キタムラＫ2 ・おそうじ屋プリッチェ
他多数
（４）交通機関等でのデジタルサイネージやポスター掲示等
〇横浜高速鉄道
・横浜駅・みなとみらい駅（横型サイネージ）/各駅（ホームドアサイネージ）
〇JR 東日本横浜支社・横浜駅 関内駅 桜木町駅、大船駅
（ホームドアサイネージ）
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（５）オリジナルチャリティーグッズの店頭販売
・横浜タカシマヤ（オリジナルマスク/１F 婦人洋品売場）
・そごう横浜店 （オリジナルグッズ各種（オックスフォードシャツ除く）/８F 特設売場）

（そごう横浜店）

（横浜タカシマヤ）

２.地域への働きかけ
（１）小田原市
主催/ピンクシャツデー小田原実行委員会 共催：小田原ウイメンプラス
内容/ピンクシャツデーチャリティーイベント

「いじめストップ！！」やさしい心でつなぐ未来

朗読：合田 雅吏さん／小田原ふるさと大使 俳優
ミニコンサート：式町水晶さん／小田原在住，脳性麻痺のバイオリニスト，東京パラリンピック出演

（２）藤沢市
主催/一般社団法人藤沢青年会議所
内容/ライトアップの展開による普及の取組み
（３）相模原市 「さがみはらピンクシャツウィーク」の実施

（藤沢市役所）

（相模原市役所）

（４）横須賀市

（相模原市職員）

（相模原市橋本図書館）

来年度実施の意向あり。3 月現地打合せ予定

（５）県市町村議会
・神奈川県 ・横浜市 ・藤沢市 ・相模原市 ・鎌倉市 ・逗子市 ・葉山町

（相模原市 議長・副議長）

（藤沢市

市長・議長）
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(葉山町

他

町長・教育長・町議会議員）

３.インターネットを活用した情報発信
（１）ピンクシャツデーを広く伝え、参加できる WEB サイトの活用と運用
〇ピンクシャツデー2022in 神奈川公式サイト
https://pink-shirt-day-kanagawa.com/
〇神奈川子ども未来ファンド HP
https://www.kodomofund.com/pinkshirtday/2022/
（２）SNS 活用の強化
公式サイトからの発信と、インターン生の個人アカウントを利用した発信など
・Facebook

https://www.facebook.com/PinkshirtdayInKanagawa

発信数 10 件

・Instagram

https://www.instagram.com/pinkshirtdayinkanagawa/?hl=ja

発信数 11 件

・twitter

https://twitter.com/DayKanagawa

発信数 11 件

４．学校や子ども支援活動団体等への浸透を図る。
（１）
「いじめ」に係るセミナーを開催する。
（教育関係者等の参加を推奨）
・子ども未来セミナー第 3 回「いじめストップ！」講師：山崎聡一郎氏
日 時

2022 年 2 月 6 日（日）14：00～16：00（オンライン配信）

（
『こども六法』著者

山﨑聡一郎氏）

（セミナー配信の様子）

（２）神奈川県内の学校等へポスター・チラシを送付し、掲示を依頼する。

校長からの講話の翌日、自主的にピンクの服を身に
付けたり、ピンクの小物を持って登校してきた
子どもたち
（横浜市立旭小学校）

・神奈川県、横浜市、川崎市、藤沢市他の教育委員会等に協力いただき、
県内のすべての公私立学校（ポスター1 枚 チラシ 20 枚）に掲示し、周知に取組んだ。
小学校 887 校

中学校 473 校

高等学校 231 校

義務教育校 3 校

中等教育校 5 校

特別支援学校等 53 校

計 1,652 校

・神奈川県内の子どもに関する活動団体等にも送付し、掲示 約 800 ヵ所

【具体的な取組み例】
■認定 NPO 法人フリースペースたまりば
講師：篠原宏明氏（川崎市在住・一般社団法人ここから未来理事）による「いじめって何？」
をテーマに講演会が開かれた。
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居合わせた小中学生を中心に２０人位の子どもたちが篠原さんの話に聞き入り、いじめについて
考える時間をもち、篠原さんの呼びかけに自分のつらかった体験を訴える場にもなった。

■横浜市立中尾小学校 松藤校長による軍手のキャラクター「ぐんちゃん」を使った
ピンクシャツデーについての講話及び YouTube での発信が行われた。

■相模原市 橋本図書館 折り紙ワークショップ（２回開催、13 人の親子が参加）
関連本の展示とピンクのおりがみでシャツを作るワークショップを開催し、
ピンクシャツデーのきっかけとなった出来事をフリップで紹介し理解を深めた。

（３）学校等向けの参考情報として、取組事例等を収集し公式サイトで紹介する。
・来年度へむけ準備中
（４）学校等の取組状況や意向を把握する。
・オリジナルグッズ購入等、協力をいただいた学校にアンケート実施予定
５.サポート企業等の発掘と創出
（１）後援団体の拡充

新規 5 団体

合計 62 団体

（２）協賛協力企業等の拡充

新規 2 団体

合計 39 団体 （個人を除く）
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＜組織概要＞
推進主体はピンクシャツデー2022 神奈川推進委員会です。カナダ発祥のピンクシャツデーの主旨に賛同
し、その活動を通して、互いの命と尊厳を守る地域社会となることを願い、ボランティアとして集まった
組織・市民が構成する任意組織です。
※当推進委員会は「かながわボランタリー活動推進基金 21 協働事業負担金対象事業」で運営しました。
＜後援・協力・協賛＞
後援には、62 の行政・企業・団体の皆様が、協賛・協力には 70 を越える企業・団体・個人の方々にご支
援をいただきました。ありがとうございました。
（敬称略）
■後援

神奈川県、神奈川県教育委員会、横浜市、横浜市教育委員会、川崎市、川崎市教育委員会、

相模原市、相模原市教育委員会、藤沢市、藤沢市教育委員会、海老名市、海老名市教育委員会、神奈川県
人権擁護委員連合会、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会、神奈川県弁護士会、神奈川県行政書士会、
公益社団法人神奈川県医師会、公益社団法人神奈川県歯科医師会、公益社団法人神奈川県薬剤師会、公益
社団法人神奈川県病院協会、公益社団法人神奈川県看護協会、日本赤十字社神奈川県支部、一般社団法人
神奈川県経営者協会、一般社団法人神奈川経済同友会、一般社団法人神奈川県商工会議所連合会、神奈川
県商工会連合会、神奈川県中小企業団体中央会、一般社団法人横浜銀行協会、神奈川県生産性本部、神奈
川県農業協同組合中央会、公益社団法人神奈川観光協会、公益社団法人横浜貿易協会、一般社団法人神奈
川県情報サービス産業協会、公益社団法人神奈川県産業資源循環協会、一般社団法人横浜青年会議所、神
奈川県生活協同組合連合会、 連合神奈川、かながわ教職員組合連合、横浜市教職員組合、神奈川県民生
委員児童委員協議会、一般財団法人横浜市安全教育振興会、神奈川県 PTA 協議会、横浜市 PTA 連絡協議
会、神奈川県子ども会連絡協議会、横浜市子ども会連絡協議会、公益財団法人神奈川県スポーツ協会、一
般社団法人神奈川県バス協会、一般社団法人神奈川県トラック協会、一般社団法人神奈川県タクシー協
会、一般社団法人神奈川県ビルメンテナンス協会、一般社団法人横浜みなとみらい 21、一般社団法人横
浜西口エリアマネジメント、神奈川新聞社、毎日新聞社横浜支局、読売新聞東京本社横浜支局、日本経済
新聞社横浜支局、産経新聞社横浜総局、東京新聞横浜支局、ｔｖｋ、NHK 横浜放送局、FM ヨコハマ、
学校法人神奈川大学
■協賛・協力/（株）ダイイチ、北川不動産（株）
、
（株）コウセイ、日産自動車（株）、
（株）アイネッ
ト、アフラック生命保険（株）東京第二支社、神谷コーポレーション（株）
、（一社）神奈川県バス協会
全国共済神奈川県生活協同組合、かながわ信用金庫、神奈川日産自動車（株）
、神奈川トヨタ自動車（株）
、
鹿島建設（株）横浜支店、神奈川県生活協同組合連合会、
（一社）神奈川県タクシー協会、
（一社）神奈川
県トラック協会、神奈川県農業協同組合中央会、神奈川ロイヤル（株）、京濱港運（株）、京浜電設（株）
、
住友生命保険（相）横浜支社、相鉄企業（株）
、
（株）そごう・西武 そごう横浜店、
（株）高尚、タカナシ
乳業（株）、宝製菓（株）
、
（株）横浜岡田屋、横浜市教職員組合、
（株）ルミネ ニュウマン横浜店、㈱ジ
ョビア、㈱ＹＫＹ、㈱大川印刷、アフラック募集代理店㈱川口、横浜港南ロータリークラブ、
（一財）横
浜市安全教育振興会、
（福）神奈川県共同募金会、
（公財）神奈川新聞厚生文化事業団、神奈川県遊技場協
同組合・神奈川福祉事業協会、横浜タカシマヤ、美濃屋あられ製造本舗、横浜税関、
（一社）神奈川経済
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同友会、神奈川県生産性本部、
（株）横浜高速鉄道（株）、東日本旅客鉄道（株）横浜支社、
（一社）横浜
西口エリアマネジメント、
（一社）横浜みなとみらい 21、相鉄ジョイナス、モアーズ（横浜、川崎、横須
賀）
、シャル横浜、ニュウマン横浜、ランドマークプラザ、 横浜ワールドポーターズ、横浜ハンマーヘッ
ド、
（一社）藤沢青年会議所、神奈川県ユニセフ協会、
（宗）大船観音寺、小田原ウイメンプラス、小田原
城、江の島シーキャンドル、よこはまコスモワールド、
（特非）ジェントルハートプロジェクト、
（特非）
CAP かながわ （特非）フリースペースたまりば、
（公財）横浜 YMCA （他匿名・個人多数）
ご協力・ご支援、ありがとうございました。

◎ピンクシャツデー2022 特別顧問・参与 名簿
区

分

氏

名

所

属

等

特別顧問

黒岩 祐治

神奈川県知事

〃

山中 竹春

横浜市長

〃

小島 健一

神奈川県議会議長

〃

清水 富雄

横浜市会議長

〃

桐谷 次郎

神奈川県教育委員会教育長

〃

鯉渕 信也

横浜市教育長

参与

石渡 恒夫

神奈川経済同友会代表幹事
神奈川県経営者協会会長

〃

上野 孝

神奈川県商工会議所連合会会頭

〃

大矢 恭好

神奈川経済同友会代表幹事、横浜銀行協会会長

〃

野村 高男

神奈川県生産性本部会長

〃

関戸 昌邦

神奈川県商工会連合会会長

〃

森

神奈川県中小企業団体中央会会長

洋

7

◎
区

ピンクシャツデー2022
分

代表推進委員

氏

推進委員名簿

名

所

山崎 美貴子

属

等

(学)神奈川県立保健福祉大学前学長、(特非)神奈川子ども未来
ファンド常任理事

副代表推進委員

山添 訓

(公財)横浜 YMCA 本部事務局長、(特非)神奈川子ども未来ファンド
理事

〃

吉富 多美

児童文学作家/(特非)神奈川子ども未来ファンド副理事長

特別推進委員

小林 千惠子

神奈川県人権擁護委員連合会会長

〃

佐竹 博

(公財)横浜 YMCA 総主事

〃

坂井 雅幸

(公社)横浜貿易協会常務理事、(特非)神奈川子ども未来ファンド
理事長

推進委員

荒木田 百合

(福)横浜市社会福祉協議会会長

〃

岩谷 大介

(学)岩谷学園理事長 岩谷学園高等専修学校校長兼任

〃

一瀬

(特非)美しい港町横濱を作る会

〃

大川 哲郎

(特非)横浜スタンダード推進協議会副理事長

〃

加茂 大輔

神奈川県生産性本部事務局長

北川 剛司

北川商事㈱代表取締役社長

〃

境

(株)テレビ神奈川総務局次長

〃

庭野 文雄

神奈川県生活協同組合連合会代表理事専務

〃

齊藤 ゆか

(学)神奈川大学人間科学部教授

〃

森

横浜高速鉄道(株)代表取締役社長

〃

関山 万里子

神奈川県ユニセフ協会事務局長

〃

高見澤 尚弘

(株)高尚代表取締役

〃

藤木 久三

(株)ありあけ 代表取締役会長

〃

松森 繁

日本赤十字社神奈川県支部事務局長、(特非)神奈川子ども未来

透

真理子

秀毅

ファンド常任理事
〃

唐子 友里恵

(株)ダイイチ CSR 委員会委員長
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〃

横田 竜一

(一財)横浜市安全教育振興会理事長

〃

飛田 桂

神奈川県弁護士会所属弁護士、(特非)神奈川子ども未来ファンド
理事、飛田桂法律事務所所長

〃

戸田 樹

（一社）藤沢青年会議所理事長

〃

宇田川 路代

小田原ウイメンプラス事務局長

監事

工藤 誠一

神奈川県私学団体連合会委員長

〃

高橋 博丈

神奈川県弁護士会所属弁護士

オブザーバー

長島 圭太

神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部青少年課長

〃

古島 そのえ

神奈川県教育委員会教育局支援部子ども教育支援課長

〃

井上 雄太

横浜市市民局人権課啓発担当課長

〃

半澤 俊和

横浜市教育委員会事務局人権教育・児童生徒課担当課長

＜問い合わせ先＞
ピンクシャツデー2022 神奈川推進委員会事務局
認定 NPO 法人神奈川子ども未来ファンド
〒231-0001 横浜市中区新港 2-2-1
横浜ワールドポーターズ 6F NPO スクエア内
TEL&FAX：045-212-5825
E-mail : info@kodomofund.com
URL：https//www.kodomofund.com
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