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(鎌倉市立今泉小学校 HP より)

(横浜市立東高等学校サスティナブル研究部)

1.「ピンクシャツデー2021 in 神奈川」実施概要
Ⅰ．趣 旨
新型コロナの影響で長期休校や学校行事の中止などが続き、ストレスを抱えている子ど
もたちが多くなっています。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。
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。ま
た、2020 年に自ら命を絶った児童生徒は 500 人近くに上っています。19 年に比べて 4
割以上増え、コロナ禍での孤立感が深刻な影響を与えていることが窺われます。
当委員会は今こそ、
「共に在る」
「見守っている」とのエールを子どもたちに送りたいとピ
ンクシャツデーアクションを実施しました。多様性を認め合う大切さを発信し、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となるよう、思いと思いを繋ぐアクショ
ンを今後も継続していきます。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をしっかりと定着させ、子どもたちの未来のために、繋がり、行動す
る本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．取り組みの概要
2021 年 2 月のピンクシャツデー月間は緊急事態宣言期間となり、３密を避けて感染予
防対策をしながらの開催となりました。制限された活動の中、引き続いての応援や新たな協
力支援が得られたのは 2018 年以来続けてきた本活動が神奈川県域でようやく根付き、芽
吹いてきた証ともいえます。感謝しつつ、県内の小中高校等でのポスター掲示、公式サイト
の開設や「いじめストップ！」のオンラインセミナー、経済団体等会合でのインフォメーシ
ョン、商業施設の強力なバックアップ等、皆様のお力をいただき様々な機会を通して啓発活
動に取組んできました。ピンクシャツデーの意義を込めたライトアップも横浜から鎌倉、藤
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沢へと広がりを見せています。最終水曜日である 2 月 24 日はパネル展示で来場者にいじ
めストップ！を呼びかけました。また、双方向の＃ピンクシャツデー神奈川を目指し、公式
サイトを開設しました。寄せられたエールを、ひとりでも多くの子どもたちへ届けるために
ピンクシャツデー2022 へとつないでいきます。皆様の温かなご協力・ご支援に深く感謝
申し上げますとともに今後ともよろしくお願いいたします。
（1）ピンクシャツデーの啓発活動
①メッセージツールの作製
〇チラシ・ポスターの作製、掲示依頼
・神奈川県や横浜市、他の市町村のご協力で、県内公私立学校にポスターを送付、掲示を
依頼。
（小中高等学校、義務教育校、中等教育校、特別支援学校等計 1,652 校）
・神奈川県内のフリースクール等にポスターを送付。
（フリースクール、子育て支援拠
点、市民活動センター、社会福祉協議会、その他関係各所 計約 800 か所）
〇マスク、T シャツ、Y シャツ、缶バッジ、ストラップのチャリティ販売。
←・そごう横浜店では特設コーナーでご協力をいただき
ました。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
・横浜タカシマヤではマスクコーナーでご協力をいただ
きました。オリジナルマスク/１F 婦人洋品売場）→
②団体・企業等での取り組み協力依頼
〇商業施設ではデジタルサイネージやポスター掲示、インフォメーション係員のオリジナ
ルマスク着用等依頼。
・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／
ジョイナス／横浜モアーズ／CIAL 横浜／ニュウマン横浜
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〇横浜駅東口地区

そごう横浜店

（そごう横浜店各階）

（正面入り口サイネージ)

（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
〇交通機関等でのデジタルサイネージやポスター掲示等。
・横浜高速鉄道（みなとみらい駅 馬車道駅 日本大通り駅 元町・中華街駅）
・JR 東日本（横浜駅 関内駅 桜木町駅）
②物品の協賛購入依頼

（ユーチューブでご紹介／長谷川さんと N.U.

宇田さん）
〇株式会社ダイイチ様より協賛提供いただいた Y シャツ、T シャツ
の購入協力依頼。
〇株式会社ダイイチ様のご協力でピンクシャツマスクを製作、購入協
力依頼。
③県・市の取り組み協力依頼

（神奈川県議会／マスク、胸に缶バッジ）

・ポスター等の掲示。
・各自治体への広報、県内、市内の教育機関へのチラシ・ポスタ
ー配布。
・神奈川県議会、横浜市会の本会議では缶バッチやマスクなどを
着用し、いじめストップ！の表明を。
(横浜市会)

(横浜市教育委員会の皆様)
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(神奈川県議会)

・鎌倉市長、海老名市長もご協力くだ
さいました。
←鎌倉市長、議長、副議長
海老名市長、教育委員長→

〇ピンクのライトアップ
・関内、桜木町、みなとみらい地区
･横浜税関（22 日(月)～28 日）／横浜市開港記念会館 （18 日(木)～28 日)／
横浜市新市庁舎（24 日(水)20 時まで）／横浜マリンタワー（24 日(水)～28 日）／
よこはまコスモワールド大観覧車（ 24 日）
・片瀬・江の島地区
･新江ノ島水族館（24 日 20 時まで/海側外壁）
〈(一社)藤沢青年会議所協力〉／
江の島シーキャンドル（24 日 20 時～試験点灯）
・鎌倉地区
大船観音（24 日 20 時まで）
（横浜税関）

（横浜市開港記念開館）

（横浜市庁舎）

（江の島シーキャンドル）

(よこはまコスモワールド)

（新江ノ島水族館）
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（大船観音）

③メディアへの協力依頼
・記者発表をし、毎日新聞県内版等で掲載されました。
(3)キャンペーンイベント
〇ピンクシャツデー2021in 神奈川 ～「いじめストップ！」ワール
ドアクション～
・日 時 24 日(水) 13 時～18 時
・場 所 新都市プラザ（横浜駅東口地下２階そごう入口前）
・内 容 「いじめ」の現状に関する資料などの展示

（(一社)横浜青年会議所の皆さん）
(4)ピンクシャツデーを広く伝え、参加できる WEB サイト
〇ピンクシャツデー2021in 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/2021/
（5）SNS の活用による拡散
・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 上へのアップを促ししました。タレントや議員（横山横浜市会議長他）
はじめ、多くの一般の皆様のピンク色のシャツや小物を身に着けた写真がアップされまし
た。
・㈱そごう・西武 そごう横浜店他、多くのプレスリリース等のご協力により、yahoo！
ニュースなど、32 媒体以上に転載されました。
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Ⅲ 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。
※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。
Ⅳ. 後援・協力・協賛
後援には、56 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、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、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、明治安田生命保険（相）横浜支社、北川不動産（株）、
（株）
コウセイ、日産自動車（株）、安室商事（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）、
（株）横浜ポンパドウル、
神奈川トヨタ自動車（株）
、
（株）ありあけ、
（学）岩谷学園岩谷学園高等専修学校、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
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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）髙島屋横浜店、
（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、和光産業（株）
、
（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、
（一社）神奈川経済同友会、神
奈川県生産性本部、
（株）美濃屋あられ製造本舗、アフラック募集代理店（株）川口、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、ジョイナス、モアーズ、CIAL 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、
（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団、
（一社）藤沢青年会議所、
（株）大川印刷、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県ユニセ
フ協会、
（宗）大船観音寺、新江ノ島水族館、江の島シーキャンドル、よこはまコスモワ
ールド、横浜マリンタワー、
（一社）ここから未来、
（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）ファザーリングジャパン、
（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‼
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◎ピンクシャツデー2021 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

〃

林

横浜市長

〃

嶋村 ただし

神奈川県議会議長

〃

横山 正人

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

文子

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
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◎

ピンクシャツデー2021
区

分

氏

推進委員名簿

名

2020.12.01現在
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

〃

岩谷

伸一

〃

一瀬

透

〃

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

〃

松森

繁

〃

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

〃

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

〃

飛田

桂

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

百合

(福)横浜市社会福祉協議会会長
(学)岩谷学園学園長
(特非)美しい港町横濱を作る会

代表取締役会長

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

CSR委員会委員長

委員長

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

(特非)神奈川子ども未来ファンド
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