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（北海道）

平成２２年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果

都道府県名 北海道 青少年行政主管課（室）名 環境生活部くらし安全局くらし安全推進課

区 分 内 容 備 考

１ 大会等 ○青少年の育成大会、つどい、フォーラム、ＰＴＡ連合研究大会等 4(1)

（滝川市、砂川市、深川市、南幌町、奈井江町、札幌市、江別市、 ｱ､ｲ､ｳ､ｴ

千歳市、恵庭市、北広島市、ニセコ町、安平町、鹿部町、長万 4(2)

部町、上ノ国町、今金町、上富良野町、幌加内町、小平町、羽 ア、ｲ

幌町、遠別町、天塩町、稚内市、枝幸町、豊富町、紋別市、大

空町、新得町、芽室町、中札内村、池田町、豊頃町、本別町、

足寄町、釧路町、厚岸町、標茶町、白糠町、北海道警察）

○青少年の主張大会等の開催

（南幌町、北広島市、室蘭市、壮瞥町、白老町、知内町、木古内

町、上富良野町、増毛町、美幌町、帯広市、厚岸町、標茶町、

白糠町、別海町、中標津町、標津町）

○青少年育成者・善行・育成功労者・活動表彰式等の開催

（由仁町、長沼町、札幌市、恵庭市、小樽市、泊村、室蘭市、白

老町、函館市、乙部町、上富良野町、訓子府町、厚岸町、白糠

町、空知総合振興局、胆振総合振興局、渡島総合振興局、留萌

振興局、釧路総合振興局、空知教育局）

○青少年育成のための講演会等

（札幌市、北広島市、喜茂別町、岩内町、白老町、せたな町、遠

別町、枝幸町、足寄町、釧路町）

○ザ・チャレンジ教室「作って食べよ みんなパティシエ」（芦別市）

○あかびら子どもまつり（赤平市）

○なかよしさわやかDAYいじめシンポジウム（千歳市）

○あつまれ、ぼくらの宝島(苫小牧市）

○地域子どもカルタ大会（苫小牧市）

○いじめ根絶サミット（士幌町）

○ストップ・ザ・いじめ子ども会議

（空知教育局、胆振教育局、日高教育局、留萌教育局、宗谷教育

局、オホーツク教育局、十勝教育局、釧路教育局）

２ 広報啓発活動 ○広報誌又は機関誌等による広報 4(1)

（岩見沢市、芦別市、新十津川町、江別市、千歳市、恵庭市、北 ｱ､ｲ､ｳ､ｴ

広島市、石狩市、倶知安町、泊村、白老町、厚真町、七飯町、 4(2)

八雲町、長万部町、乙部町、奥尻町、幌加内町、美幌町、斜里 ア、ｲ

町、音更町、上士幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、白糠町、北

海道警察）
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区 分 内 容 備 考

○啓発用物品・パンフレット・チラシ等の配布

（岩見沢市、美唄市、滝川市、由仁町、秩父別町、札幌市、千歳

市、恵庭市、石狩市、新篠津村、小樽市、共和町、赤井川村、

えりも町、木古内町、長万部町、乙部町、今金町、旭川市、剣

淵町、留萌市、天塩町、枝幸町、大樹町、幕別町、厚岸町、白

糠町、空知総合振興局、石狩振興局、後志総合振興局、留萌振

興局、根室振興局、北海道警察）

○街頭啓発の実施

（留萌振興局、根室振興局、長沼町、千歳市、小樽市、京極町、

苫小牧市、登別市、豊浦町、長万部町、今金町、留萌市、音更

町、厚岸町、北海道警察）

○啓発用看板、のぼり又は懸垂幕の掲出

（空知総合振興局、深川市、千歳市、恵庭市、京極町、厚真町、

乙部町、羽幌町、美幌町、標茶町、別海町、北海道警察）

○啓発用ポスターの作成・掲示

（恵庭市、長万部町、今金町、上富良野町、剣淵町、網走市、帯

広市、別海町）

○青少年健全育成や非行防止等の標語の募集、標語展の開催

（後志総合振興局、十勝総合振興局、鹿部町、長万部町、乙部町、

名寄市、愛別町、幌加内町、稚内市、帯広市、芽室町、幕別町、

厚岸町）

○内閣府等作成したリーフレット及びポスターの配布及び掲示

（北海道、道内全市町村）

○Ｗebサイト（ＨＰ及び携帯）による啓発（神恵内村）

○ポスター展による啓発（七飯町）

○青少年健全育成標語表彰式（名寄市）

○自動販売機メッセージボードに広報（小清水町）

○広報車により啓発（宗谷総合振興局）

○オレンジリボンキャンペーン街頭啓発（北海道）

実施日：11/1 場所：札幌駅前等

○当月間と「道民家庭の日」の市町村への協力要請（北海道）

○「ネットトラブル根絶！メッセージコンクールパネル展」 の実施

（実施主体：北海道青少年有害情報対策実行委員会）

実施日：11/15～17 場所：道庁１階道民ホール

○「道民家庭の日」街頭啓発の実施

（実施主体：北海道、(財)北海道青少年育成協会、北海道教育庁、

北海道警察）

実施日：11/19 場所：ＪＲ札幌駅西口コンコース
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区 分 内 容 備 考

○「道民家庭の日」絵画コンクール入賞作品展示会

（実施主体：北海道、(財)北海道青少年育成協会）

実施日：11/18～19 場所：道庁１階道民ホール

○薬物乱用防止啓発パネル展（北海道）

場所：帯広市、函館市

○児童虐待防止推進月間広報（北海道）

実施方法：広報紙北海道、テレビ・新聞による広報

３ 研修会等 ○生徒指導関係会議・研修会等 4(1)

（夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、砂川市、深川市、江別市、 ｱ､ｲ､ｳ､ｴ

千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、倶知安町、岩内町、室蘭 4(2)

市、登別市、豊浦町、安平町、知内町、乙部町、せたな町、剣 ア、ｲ

淵町、枝幸町、興部町、紋別市、帯広市、芽室町、釧路町、厚

岸町、北海道警察）

○青少年育成委員、補導委員、指導員、電話相談員等研修会等

（岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、浦河町、乙部町、釧路町、

厚岸町、石狩振興局、檜山振興局、北海道警察）

○子育て講座、研修会、講演会等

（砂川市、ニセコ町、室蘭市、白老町、洞爺湖町、安平町、むか

わ町、えりも町、松前町、鹿部町、上ノ国町、乙部町、今金町、

せたな町、名寄市、上富良野町、小平町、稚内市、枝幸町、豊

富町、美幌町、清里町、池田町、本別町、厚岸町、浜中町）

○青少年健全育成推進協議会、補導員会議、懇談会

（三笠市、砂川市、新十津川町、恵庭市、当別町、洞爺湖町、乙

部町、今金町、北見市、音更町、大樹町、幕別町、釧路総合振

興局、北海道警察）

○青少年問題協議会

（美唄市、倶知安町、留萌市、厚岸町、根室市、北海道警察）

○家庭教育学習会・講演会

(芦別市、砂川市、由仁町、寿都町、ニセコ町、室蘭市、苫小牧

市、厚真町、八雲町、乙部町、今金町、せたな町、名寄市、中

頓別町、枝幸町、網走市、美幌町、大空町、広尾町、釧路町）

○学校支援地域ボランティア研修会（深川市）

○親子体験教室「パンづくり体験」（妹背牛町）

○教育を語る会（秩父別町）

○青少年相談機関等連合会議（千歳市）

○中央地域防犯連絡会議（当別町）

○家庭教育支援講座（真狩村）

○ワンパクちびっ子遊びの万博（愛別町）
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区 分 内 容 備 考

○南地区セーフティネットワーク会議（稚内市）

○未成年者喫煙防止対策推進協議会（倶知安町）

○青少年関係団体と青少年健全育成推進員との懇談会（留萌市）

○ＣＡＰワークショップ（中札内村）

○小学校ケース検討会議（足寄町）

○非行防止教室（苫小牧市、北海道警察）

○児童虐待防止推進講演会（北海道）

道内７箇所において実施

○性・薬物乱用防止教育研究協議会（北海道教育庁）

○子育て支援ふれあい読書推進アドバイザー養成研修（宗谷教育局）

○根室管内社会教育委員研修会（根室教育局）

○薬物乱用防止教室（北海道警察）

４ 青少年保護育 ○街頭指導、補導、夜間、市街地などのパトロール、巡視活動等の実施 4(1)

成巡回活動、環 （岩見沢市、美唄市、赤平市、深川市、新十津川町、妹背牛町、 ｱ､イ、ウ、ｴ

境浄化活動 札幌市、千歳市、恵庭市、北広島市、当別町、小樽市、京極町、 4(2)

倶知安町、室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、白老 ア、ｲ

町、厚真町、安平町、新ひだか町、函館市、北斗市、知内町、

木古内町、厚沢部町、乙部町、今金町、旭川市、名寄市、愛別

町、幌加内町、留萌市、羽幌町、稚内市、中頓別町、枝幸町、

網走市、北見市、紋別市、訓子府町、湧別町、大空町、帯広市、

音更町、大樹町、釧路市、釧路町、厚岸町、白糠町、根室市、

留萌振興局、十勝総合振興局、北海道警察）

○図書類等自販機立入調査、実態調査等の実施

（岩見沢市、美唄市、芦別市、深川市、札幌市、江別市、恵庭市、

北広島市、石狩市、室蘭市、北斗市、旭川市、紋別市、帯広市、

音更町、池田町、釧路市、厚岸町、根室市、別海町、標津町、

空知総合振興局、石狩振興局、後志総合振興局、胆振総合振興

局、日高振興局、渡島総合振興局、上川総合振興局、留萌振興

局、宗谷総合振興局、オホーツク総合振興局、十勝総合振興局、

釧路総合振興局、根室振興局、北海道警察）

○列車・バス添乗補導強化指導等

（芦別市、倶知安町、室蘭市、苫小牧市、登別市、洞爺湖町、旭

川市、愛別町、上富良野町、南富良野町、北見市、紋別市、釧

路市、白糠町）

○青少年相談活動(旭川市、北見市、根室市）

○地区内育成ふれあい活動（千歳市）

○薬物乱用防止教室(江別市、北海道警察）
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区 分 内 容 備 考

○電話聞き役ホットライン（美幌町）

○子どもの安全確保の取組（留萌振興局）

○非行防止教室（北海道警察）

５ 子ども・若者 ○球技大会、運動会等のスポーツ行事の開催 4(1)

の社会参加活動 （芦別市、奈井江町、由仁町、江別市、ニセコ町、倶知安町、岩 ｱ､イ、ウ、ｴ

内町、室蘭市、厚真町、安平町北斗市、木古内町、上ノ国町、 4(2)

乙部町、今金町、名寄市、幌加内町、幌延町、天塩町、紋別市、 ア、ｲ

美幌町、清里町、訓子府町、幕別町、本別町、釧路町、厚岸町、

弟子屈町、北海道警察）

○文化祭、作品展文化行事の開催

（深川市、南幌町、奈井江町、由仁町、札幌市、京極町、倶知安

町、登別市、豊浦町、壮瞥町、厚真町、洞爺湖町、安平町、日

高町、平取町、えりも町、鹿部町、厚沢部町、乙部町、今金町、

せたな町、名寄市、愛別町、上富良野町、剣淵町、幌加内町、

小平町、遠別町、紋別市、訓子府町、湧別町、大空町、上士幌

町、新得町、中札内村、大樹町、豊頃町、本別町、陸別町、厚

岸町、浜中町、弟子屈町、別海町、標津町、羅臼町、北海道警

察）

○子ども議会

（札幌市、倶知安町、壮瞥町、えりも町、鹿部町、中標津町）

○清掃等ボランティア

（豊浦町、長万部町、乙部町、小平町、音更町、北海道警察）

○子ども会議（北広島市）

○ヤングフォーラム２０１０（石狩市）

○赤い羽根共同募金（赤平市）

○ニュースポーツ教室（京極町）

○職業体験（洞爺湖町）

○わんぱく英会話教室（えりも町）

○教育相談センターの夜間開館事業（名寄市）

○上川管内子ども会交流会（愛別町）

○子どもまつり（留萌市）

○あばしりまなび塾フェスティバル（網走市）

○集まれ！銀河キッズ（本別町）

○青年活動リーダー養成講座

（実施主体：(財)北海道青少年育成協会）

実施日：11/26～28 場所：北海道青年会館
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区 分 内 容 備 考

６ その他 ○子ども・若者表彰 4(1)

（札幌市、江別市、新篠津村、真狩村、室蘭市、苫小牧市、壮瞥 ｱ､ｲ､ウ、ｴ

町、名寄市、留萌市、増毛町、小平町、訓子府町、湧別町、帯 4(2)

広市、鹿追町、釧路町、厚岸町、白糠町、石狩振興局、オホー ｲ

ツク総合振興局、北海道警察）

○読書作文コンクール表彰式

（室蘭市、福島町、知内町、鹿部町、小平町、初山別村、遠別町、

枝幸町、紋別市、訓子府町、釧路町）

○「青少年の日・青少年育成運動」作文・標語作品集配付（芦別市）

○読書推進月間（真狩村）

○子ども相談窓口の開設（新ひだか町）

○こんにちわ赤ちゃん訪問（名寄市）

○養育支援訪問事業（名寄市）

○３～４ヶ月健診における虐待予防スクリーニング（名寄市）

○江崎浩司リコーダー・コンサートとアウトリーチ（豊頃町）

○北海道青少年基金造成のための募金要請

（実施主体：(財)北海道青少年育成協会）


