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ピンクシャツデー2021 in 神奈川 

～「いじめストップ！」ワールドアクション ～ 

実施企画書 

ピンクシャツデー2021神奈川推進委員会 

 
★横浜市立高校生のいじめストップアクション           ★横浜市立小学校で N.U.ライブ 

 

ちがう国籍。ちがう文化。ちがうファッション・・・。 

ちがうことはあたりまえ。ちがうことは大切な個性。 

だからこそ、たがいを認め合う神奈川に。共に生きる神奈川に。 

 

◎ピンクシャツデーとは… 

2008 年、カナダの 2 人の高校生の行動から始まったいじめ防止の取り組みです。 

ピンクのシャツを着て登校した男子生徒がからかわれ、いじめにあいました。2 人の上級

生が「ぼくらもピンクのシャツを着て、いじめストップを！」と提案。翌日呼びかけに賛

同した生徒たちがピンクのシャツや小物を身に着けて登校しました。校内がピンク色に染

まり、いじめは自然となくなったそうです。このエピソードを知り、ブリティッシュ・コ

ロンビア州知事は 2 月の最終水曜日を“ピンクシャツデー”と宣言しました。SNS 等で

世界に広まり、70 か国以上で「いじめストップ！」に関する活動が行われています。 

☆カナダでは消防士、プロスポーツ選手もピンクシャツデーに参加。 

    

☆BC プレイスもカナダプレイスも、この夜はピンクに照明。 
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1.「ピンクシャツデー2021 in 神奈川」実施概要 

Ⅰ 趣旨 

新型コロナウイルスの嵐の中、長期休校や学校行事の中止などが続き、ストレスを抱え

る子どもたちが増えています。2019 年度の神奈川県内の公立小中学校・高校・特別支

援学校のいじめ認知件数は２万８２４５件（前年度比３１３９件増）で過去最多を更新

しました。コロナ禍での社会不安が偏見や差別、いじめへと向かい、今後更に増えるの

ではと危惧されています。当委員会はピンクシャツデーアクションを通して、多様性を

認め合う大切さを積極的に発信し、いじめストップ！へ繋いでいきます。今こそ、「共

に在る」「見守っている」とのエールを子どもたちに送り、子どもや若者が生きる喜び

と未来への希望を育める地域社会になることを目指します。 

また、全国初の試みである県や市町村、企業や団体、NPO、商業施設等が一体になって

のピンクシャツデーアクションを定着させ、子どもたちの未来のために、繋がり、行動

する当委員会の活動を神奈川モデルとして全国に広げていきます。 

 

Ⅱ 組織概要 

推進主体はピンクシャツデー2021 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。（名簿添付） 

※推進委員会運営は「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」。 

 

Ⅲ 取り組みの概要 

2021 年 2 月をピンクシャツデー月間とし、いじめストップ！を呼びかけます。新型

コロナウイルス感染防止のため、オンラインを活用し、2 月 24 日（水）には展示中心

のキャンペーンイベントを開催する予定です。 

(１) ピンクシャツデー月間 ／ピンクシャツデーキャンペーンのＰＲ活動 

①企業・団体等とのコラボレーション 

・キャンペーンソングの流布、ポスターの貼付等。駅や商業施設等へ配架や貼付協力依

頼。（これまで横浜高速鉄道㈱、東日本旅客鉄道㈱、京浜急行電鉄㈱、㈱横浜岡田屋、

㈱そごう・西武 そごう横浜店、㈱髙島屋 横浜店、三菱地所㈱横浜支店(ランドマークプ

ラザ)等県内商業施設等でご協力をいただきました）。 

・T シャツ、Y シャツ、缶バッチ、ストラップ、マスク等の協賛販売。 

②県・市・支援機関とのコラボレーション 

・ピンクシャツデー・ポスター等の掲示。 

・各自治体への広報等の協力。ポスター等の掲示。 

・県内、市内の教育機関へのチラシ・ポスター配布協力 

・フリースペースや子ども食堂等へも配布し参加を呼びかける。 
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③地域とのコラボレーション 

・地域、商店街の参加を呼び掛ける。 

・学校での取り組みにつながるようにアシストをする。 

④メディアへの協力依頼 

・新聞・テレビ・ラジオ等へ情報提供し、活動の主旨を市民に広めていく。 

⑤メッセージツールの作製 

・チラシ、ポスターを作製し、広く神奈川県内の公共の場へ貼付する。 

⑥オンラインを活用し、アクションを広げる。 

・特設 WEB サイト「ピンクシャツデーin 神奈川」の開設。（1 月 15 日開設予定） 

・キャンペーンソング「手をつなごう」振付動画作製。 

・SNS 等を活用して拡散していく。 

・フェイスブック、ツイッター、インスタグラムに公式アカウントを設置し情報の拡

散に努めると同時に、「＃ピンクシャツデー神奈川」をつけピンクのシャツや小物を

身に着けた写真を SNS 上へのアップを促す。 

・協力協賛企業・団体の紹介→特設 WEB サイトで随時発信 

・参加者、団体のメッセージや映像等をつなぐ。 

⑦株式会社ダイイチ様より協賛ご提供のピンク Y シャツ、ピンク T シャツの販売を進

め、活動資金とする。 

⑧クラウドファンディングの活用。 

(2)キャンペーンイベント 

子どもたちの目や耳や心に伝わるように、あらゆる機会を通じた啓発活動 

①ピンクシャツデー2021 in 神奈川「いじめストップ！」ワールドアクション 

〇日時/2021 年 2 月 24 日（水） 

○場所/新都市プラザ（そごう横浜店地下 2 階正面入口前） 

 

Ⅳ ご支援のお願い 

(1)広く協賛・寄付を呼びかけます。 

子どもたちへ生きる希望を届ける本活動に関わる費用は主旨を理解し、思いを共にする

市民や団体・企業からの協賛金、寄付金に依るものとします。ご協賛いただいた企業・

団体等の名称は WEB やパネルに掲載します。 

〇2018 年／後援 3７の行政・団体。協力協賛６１の企業・団体・個人の方々。 

〇2019 年／後援 37 の行政・団体。協力協賛５７の企業・団体・個人の方々。 

〇2020 年／後援 50 の行政・団体。協力協賛 80 を超える企業・団体・個人の方々。 

(２)活動への参加を呼びかけます。 

○市民や企業・団体の従業員、スタッフに、ピンクの小物やシャツ等を身に着けていた 

だけるよう呼びかけていく。 
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○社内やお店、団体や家庭でピンクシャツを着用、あるいはピンクの小物、ピンクの 

ルージュ等をつけるなど、活動への参加を促していく。また、アクションの写真を SNS

や＃ピンクシャツデー神奈川へ投稿していただき、エールの輪をつないでいく。 

(３)その他、協力を呼びかけます。 

○ピンクシャツデー202１神奈川推進委員会の活動へサポーターとして登録いただき、

広報やイベント等でボランティアとして関わっていただく。 

○いじめや貧困・虐待等、子どもの抱える課題については、メディアの注目も集まって

いる。これまでのピンクシャツデーキャンペーンの様子は報道各社等の取材が入り、ｔ

ｖｋニュースをはじめ、NHK 全国ニュースでは数回にわたり紹介された。今回のキャ

ンペーンにおいても、神奈川から全国へと発信されるよう取り組んでいく。取材要請が

あった場合は、対応していただけるようにお願いしていく。 

○物品協賛のピンクＴシャツ、長袖ワイシャツ、缶バッチ、ストラップ等を認定ＮＰＯ

法人神奈川子ども未来ファンド事務局にてチャリティ販売をする。 

○ピンクシャツデーの取り組みに関する提案、意見を募り、活動に活かしていく。 

(４)事務局は神奈川子ども未来ファンドが担います。 

認定 NPO 法人 神奈川子ども未来ファンド概要／子ども・若者の育ちや子育てを社会で支

えるための非営利の市民基金。広く寄付を募り、神奈川県内で子育ち・子育てを支援する

NPO へ公募、選考を経て助成しています。2004 年から 2020 年までの 17 年間に、延

べ 119 団体へ総額 3,800 万円の助成を行いました。また、子どもたちの現状をセミナー

や朗読劇等で広く社会へ発信し、子どもたちが生きていることに誇りと喜びをもてる地域

社会を目指して活動しています。 

 

認定 NPO 法人神奈川子ども未来ファンド 

E-mail：info@kodomofund.com  https://www.kodomofund.com 

〒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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kodomofund.com
https://www.kodomofund.com/
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これまでの取り組み／企業・団体・商業施設等とのコラボレーション 

〇第 1 回 2018 in 神奈川／2 月 28 日（水）新都市プラザ（横浜そごう店地下２

階正面入口前）でメインイベントを開催。約 2,000 名の参加者が歌や演奏、朗読劇

に聞き入る様子が NHK ニュース、テレビ神奈川等で放映された。横浜市内各所もピ

ンク色にライトアップされた。 

☆キャンペーンソングの披露 N.U. ☆プロ声優陣の朗読劇      ☆横浜高島屋での取り組み 

☆よこはまコスモワールド   ☆金沢八景島シーパラダイス    ☆横浜マリンタワー 

       

〇第２回 201９ in 神奈川／2 月 2７日（水）新都市プラザ（横浜そごう店地下２

階正面入口前）でメインイベントを開催。また 2 月をキャンペーン月間とし、告知イ

ベントを開催。 

内容① みなとみらい・横浜ワールドポーターズでアクション     

内容② 横浜市内の小学校で初の開催！   

内容③ 横浜駅西口駅前広場（横浜高島屋前）でアクション！ 

内容④ 横浜駅東口新都市プラザ（そごう前広場）でファイナルイベント 

内容⑤ 3 月 30 日ベイスターズ・ドラゴンズ戦にて PR 

    

●LIVE パフォーマンス（Ｎ.Ｕ. 東池袋５２、横浜タカシマヤダンスユニット） 
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●N.U. LIIVE ステージ 

●ミニ朗読劇『ハッピーバースデー』（協力／賢プロダクション、オフィス・デュオ） 

●ジェントルハートプロジェクトからのメッセージ（いじめ自死遺族の方々の思いなど） 

●横浜市立領家中学校吹奏楽部演奏＆生徒会からのいじめストップ！宣言     

●スペシャル応援トーク「子どもを見守る輪を広げよう」 

・藤木久三氏（株式会社ありあけ会長）＆五大路子氏（女優・横浜夢座座長） 

・横浜市副市長、横浜市教育長       

●パネル展／中学生の人権作文、ピンクアイテムを着けた個人、団体、企業等の写真等。 

●ベイスターズ・ドラゴンズ戦始球式に（株）ありあけの藤木会長と五大路子さんがピ

ンクシャツで登場。来場者 140 名の方にピンクシャツのプレゼントを。 

〇第３回 2020 in 神奈川／2 月をピンクシャツデー月間とし、新型コロナウイル

ス感染予防対策をしつつ、規模を縮小して開催。外出自粛要請もあり、2 月 26 日の

ファイナルイベントは掲示のみとした。 

内容① みなとみらい・横浜ワールドポーターズでアクション     

内容② ランドマークプラザ１F サカタのタネガーデンスクエアでアクション 

内容③ 横浜駅西口駅前広場（横浜高島屋前）でアクション 

内容④ 横浜駅東口新都市プラザ（そごう前広場）でファイナルイベント 

 

〇デジタルサイネージ等でアコースティックデュオ N.U.提供のキャンペーンソング 2

曲と活動の様子が。そごう前のサイネージ大型モニター、横浜高速鉄道、ジョイナス西

口のデジタルサイネージ等でも繰り返し、いじめストップアクションを。 
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・ピンクシャツや缶バッジの着用（↓これまでの取り組み）。                        

そごう横浜店各階   ありあけ店舗     タカナシ乳業店舗    京浜急行電鉄けいきゅん 

〇建物などのライトアップ。 

コスモワールド、八景島シ

ーパラダイス、横浜マリン

タワーがピンクのライトア

ップで、子どもたちにエー

ルを。 

〇Y シャツ、T シャツ、缶バッチ、ストラップのチャリティ協力。 

横浜タカシマヤ      そごう横浜店 

 

〇神奈川県議会、横浜市会の本会議で缶バッチを胸に着けてくだ

さいました。 

 →神奈川県議会／胸に缶バッジ 

 

↑横浜市会／胸に缶バッジ・ピンクのスーツも 

〇ユーチューブ動画を制作、発信。 

・参加者、団体のメッセージや映像等をつなぐ 15 秒動画を制作配信。 

 ピンクシャツデー2020 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLU0btvxDYZizueIiooScvg7Hf2YP38aDV 

□ダイジェスト版    https://youtu.be/WvDYOVAd_LE 

〇メディアへの情報提供と協力。（これまでに取り上げられた報道各社） 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLU0btvxDYZizueIiooScvg7Hf2YP38aDV
https://youtu.be/WvDYOVAd_LE
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・朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞、東京新聞、朝日小学生新聞、神奈 

川新聞等。NHK、TBS、テレビ神奈川、WWS チャンネル、ヨコハマ経済新聞、 

J：COM、ネット配信等。   

手はつなげなくても心はつながれる。 

いじめストップ！ワールドアクションへぜひご協力を‼ 
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◎　ピンクシャツデー2021　推進委員名簿　　　　　　　　　　2020.12.01現在

区　  分 氏　　名 所 　　　属　 　　等

代表推進委員 山崎美貴子 (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 秋山　理砂 (株)神奈川新聞社経営戦略本部事務局長

〃 荒木田　百合 (福)横浜市社会福祉協議会会長

〃 岩谷　伸一 (学)岩谷学園学園長

〃 一瀬　　透 (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

〃 大田　順子 (学)緑が丘学院女子中学校高等学校理事長

〃 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(株)代表取締役社長

〃 境　真理子 (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

〃 鈴木　伸哉 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)神奈川子ども未来ファンド常任理事

〃 安室　伸一 安室商事(株)代表取締役、(特非)神奈川子ども未来ファンド理事

〃 檜垣　高久 (株)ダイイチ　CSR委員会委員長

〃 横田　竜一 (一財)横浜市安全教育振興会理事長

監事 工藤　誠一 神奈川県私学団体連合会　委員長

〃 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

オブザーバー 小出　静香 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

〃 宮生　和郎 横浜市教育委員会人権教育・児童生徒課担当課長

事務局 (特非)神奈川子ども未来ファンド


