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平成３０年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果 

実施機関名 北海道 青少年行政主管課（室）名 環境生活部くらし安全局道民生活課 

重点項目 取組内容 備考 

１インターネ

ット利用に係

る犯罪被害等

の防止 

○札幌駅合同街頭啓発の実施 

知事部局、教育庁、道警、関係団体協力の下、各マスコットキャラクター

による PR を行うとともに、自画撮り被害防止に係るリーフレットやポケッ

トティッシュ等を駅利用者に手交し、重点的に啓発を行った。 

北海道、北海道警察、北海道教育庁 

 

＜立入、調査関係＞ 

○携帯電話販売店等への立入調査、フィルタリング周知依頼 

北海道警察、空知総合振興局、美唄市、滝川市、石狩振興局、札幌市、江別

市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、小樽市、登別市、北斗市、檜山振

興局、留萌振興局、オホーツク総合振興局、十勝総合振興局、釧路市、根室

市 

 

○インターネットカフェ、カラオケボックスへの立入調査、依頼等 

石狩振興局、札幌市、上川総合振興局、旭川市、和寒町 

 

○巡回及び指導等 

千歳市、名寄市、帯広市 

 

○ネットパトロールの実施 

北海道教育庁、岩見沢市、由仁町、当別町、登別市 

 

○インターネット利用調査、アンケート調査等 

江差町、東川町 

 

＜会議、セミナー＞ 

○非行・被害防止に係る各種教室、集会、講座訓練(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、情報モラル等) 

北海道教育庁、北海道警察、三笠市、由仁町、江別市、千歳市、留寿都村、

泊村、登別市、厚真町、知内町、鹿部町、上ノ国町、西興部村、帯広市、豊

頃町 

 

○保護者向け研修、講演、便り、集会、セミナー、注意喚起等 

夕張市、滝川市、由仁町、栗山町、厚真町、長万部町、今金町、士別市、鷹

栖町、豊頃町、中標津町 

 

○生徒指導・育成担当者、指導員の連絡会議、講習研修会、協議会 

北海道教育庁、岩見沢市、長沼町、北竜町、沼田町、札幌市、江別市、新篠

津村、真狩村、岩内町、白老町、様似町、福島町、森町、長万部町、乙部

町、名寄市、鷹栖町、比布町、東川町、苫前町、幌延町、津別町、小清水

町、帯広市、大樹町、幕別町、浦幌町、釧路町、中標津町 

 

＜広報啓発周知＞ 

○啓発資材の（街頭）配布、上映、ポスター掲示による啓発活動 

北海道教育庁、空知総合振興局、歌志内市、深川市、南幌町、奈井江町、上

砂川町、由仁町、長沼町、月形町、秩父別町、北竜町、江別市、千歳市、恵

庭市、北広島市、石狩市、後志総合振興局、島牧村、黒松内町、真狩村、留

寿都村、岩内町、神恵内村、余市町、胆振総合振興局、苫小牧市、登別市、
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豊浦町、八雲町、乙部町、今金町、せたな町、名寄市、当麻町、上富良野

町、下川町、留萌振興局、小平町、羽幌町、初山別村、遠別町、宗谷総合振

興局、紋別市、訓子府町、西興部村、十勝総合振興局、音更町、士幌町、広

尾町、幕別町、池田町、釧路総合振興局、釧路町、厚岸町、浜中町、中標

津町 

 

○広報誌（紙）、防災無線、ホームページ等を活用した広報活動 

北海道教育庁、北海道警察、赤平市、歌志内市、北竜町、札幌市、江別市、

千歳市、北広島市、石狩市、倶知安町、余市町、苫小牧市、白老町、安平

町、木古内町、森町、奥尻町、上川町、利尻町、斜里町、幕別町、池田町、

厚岸町、中標津町 

 

○相談窓口、面談・カウンセリングの開設実施、広報、周知活動 

北海道教育庁、今金町、上川町、大樹町 

 

○街頭大型スクリーンを使用した啓発活動 

北海道警察 

 

○絵画、標語、メッセージ、ポスターコンクール、生徒会発信等【再掲】 

北海道教育庁、上ノ国町、厚岸町 

 

○ノーメディアデー、メディアリセットチャレンジ大会 

登別市、厚真町 
 

２子供の性被

害の防止 

 

＜立入、調査関係＞ 

○インターネットカフェ、カラオケボックスへの立入調査、依頼等【再掲】 

札幌市 

 

○有害図書類に係る書店、コンビニエンススストア等への立入調査等 

帯広市、浦幌町 

 

○街頭巡回（指導等）、防犯パトロール、登下校時の見守り声かけ【再掲】 

北海道教育庁、芦別市、南幌町、秩父別町、札幌市、岩内町、登別市、白老

町、北斗市、知内町、旭川市、士別市、音更町、士幌町、大樹町、浦幌町、

中標津町 

 

○ネットパトロールの実施【再掲】 

北海道教育庁 

 

＜会議、セミナー＞ 

○非行・被害防止に係る各種教室(護身術指導)、講座、集会【再掲】 

北海道教育庁、三笠市、鹿部町、中標津町 

 

○保護者向け研修、講演、便り、集会、セミナー、注意喚起等【再掲】 

北海道教育庁、由仁町、登別市、むかわ町、長万部町、鷹栖町、当麻町、中

標津町 

 

○生徒指導・育成担当者、補導員等の連絡会議、研修会、協議会【再掲】 

北海道教育庁、北竜町、札幌市、江別市、新篠津村、真狩村、岩内町、豊浦

町、白老町、渡島総合振興局、函館市、長万部町、旭川市、鷹栖町、比布

町、幌延町、音更町、浦幌町、厚岸町、中標津町 
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○少年の居場所づくり活動として助産師による講演会を実施 

北海道警察 

 

○「青少年を見守る店」の登録推進 

札幌市 

 

○子ども 110 番「ＳＯＳ」避難連絡所の設置（85 箇所） 

鷹栖町 

 

＜広報啓発周知＞ 

○啓発資材の（街頭）配布、上映、ポスター掲示による啓発活動【再掲】 

北海道教育庁、空知総合振興局、歌志内市、深川市、由仁町、月形町、妹背

牛町、北竜町、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、後志

総合振興局、黒松内町、真狩村、留寿都村、神恵内村、余市町、胆振総合振

興局、苫小牧市、豊浦町、鹿部町、今金町、せたな町、士別市、上富良野

町、下川町、小平町、羽幌町、初山別村、遠別町、利尻町、十勝総合振興

局、士幌町、池田町、釧路総合振興局、釧路町、厚岸町、浜中町、中標津

町、標津町 

 

○広報誌（紙）、防災無線、ホームページ等を活用した広報活動【再掲】 

北海道教育庁、北海道警察、歌志内市、江別市、千歳市、新篠津村、倶知安

町、岩内町、余市町、苫小牧市、登別市、豊浦町、白老町、安平町、木古内

町、奥尻町、上川町、音更町、池田町、厚岸町、中標津町 

 

○絵画、標語、メッセージ、ポスターコンクール、生徒会発信等【再掲】 

名寄市 

 

○相談窓口、面談・カウンセリングの開設実施、広報、周知活動【再掲】 

北海道教育庁、江差町、今金町、上川町、帯広市、大樹町 

 

○ラジオ放送、懸垂幕による広報 

北海道警察、余市町、苫小牧市 

 

○「子どもを守り心を育てる運動結団式」の実施 

苫小牧市 

 

３有害環境へ

の適切な対応 

 

＜立入、調査関係＞ 

○携帯電話販売店等への立入調査、フィルタリング周知依頼【再掲】 

北海道警察、空知総合振興局、美唄市、滝川市、石狩振興局、札幌市、北広

島市、石狩市、小樽市、檜山振興局、名寄市、オホーツク総合振興局、十勝

総合振興局、釧路市 

 

○インターネットカフェ、カラオケボックスへの立入調査、依頼等【再掲】 

北海道教育庁、北海道警察、岩見沢市、美唄市、芦別市、滝川市、砂川市、

歌志内市、石狩振興局、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、石狩市、小樽

市、苫小牧市、北斗市、森町、檜山振興局、上川総合振興局、旭川市、士別

市、名寄市、上川町、和寒町、オホーツク総合振興局、紋別市、十勝総合振

興局、音更町、釧路総合振興局、釧路市、根室振興局、根室市 

 

○有害図書類に係る書店、コンビニエンススストア等への立入調査等 

北海道教育庁、北海道警察、空知総合振興局、夕張市、美唄市、芦別市、赤

平市、三笠市、歌志内市、南幌町、北竜町、石狩振興局、札幌市、江別市、
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千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、登別市、伊達市、白老町、北斗市、檜

山振興局、士別市、名寄市、富良野市、留萌振興局、オホーツク総合振興

局、十勝総合振興局、帯広市、釧路市、浜中町、根室振興局、根室市 

 

○街頭巡回（指導等）、防犯パトロール、登下校時の見守り声かけ【再掲】 

北海道教育庁、岩見沢市、歌志内市、深川市、南幌町、長沼町、栗山町、月

形町、新十津川町、石狩振興局、札幌市、江別市、千歳市、北広島市、当別

町、倶知安町、岩内町、余市町、室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦

町、白老町、安平町、北斗市、知内町、森町、士別市、名寄市、富良野市、

美瑛町、上富良野町、和寒町、下川町、羽幌町、枝幸町、北見市、帯広市、

音更町、士幌町、中札内村、更別村、大樹町、池田町、釧路市、厚岸町、標

茶町、中標津町 

 

○販売店への未成年者に対する未然防止の協力要請等（酒、たばこ等） 

北海道教育庁、十勝総合振興局、帯広市、音更町 

 

＜会議、セミナー＞ 

○非行・被害防止に係る各種教室、講座、イベント、集会【再掲】 

北海道教育庁、苫小牧市、大樹町 

 

○保護者向け研修、講演、便り、集会、セミナー、注意喚起等【再掲】 

長万部町、鷹栖町、今金町 

 

○生徒指導・育成担当者、補導員等の連絡会議、研修会、協議会【再掲】 

岩見沢市、新篠津村、真狩村、岩内町、白老町、渡島総合振興局、函館市、

北斗市、長万部町、鷹栖町、比布町、東川町、美瑛町、帯広市、釧路町、厚

岸町 

 

○「青少年を見守る店」の登録推進【再掲】 

札幌市 

 

＜広報啓発周知＞ 

○啓発資材の（街頭）配布、上映、ポスター掲示による啓発活動【再掲】 

北海道教育庁、歌志内市、深川市、長沼町、石狩振興局、札幌市、江別市、

北広島市、後志総合振興局、黒松内町、真狩村、神恵内村、仁木町、余市

町、苫小牧市、豊浦町、日高振興局、乙部町、今金町、せたな町、上富良野

町、留萌振興局、羽幌町、遠別町、旭川市、士幌町、鹿追町、釧路総合振興

局、釧路町、厚岸町、中標津町 

 

○広報誌（紙）、防災無線、ホームページ等を活用した広報活動【再掲】 

北海道教育庁、歌志内市、深川市、江別市、千歳市、北広島市、倶知安町、

余市町、苫小牧市、豊浦町、白老町、安平町、上川町、斜里町、厚岸町、中

標津町 

 

○相談窓口、面談・カウンセリングの開設実施、広報、周知活動【再掲】 

今金町、上川町、大樹町 

 

４薬物乱用対

策の推進 

 

＜立入、調査関係＞ 

○街頭巡回（指導等）、防犯パトロール、登下校時の見守り声かけ【再掲】 

北海道教育庁、紋別市、大樹町 
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○大麻草の除去活動 

遠軽町 

 

＜会議、セミナー＞ 

○薬物乱用対策・防止等に係る各種教室、講座、訓練、集会【再掲】 

北海道教育庁、北海道警察、夕張市、芦別市、赤平市、三笠市、江別市、千

歳市、苫小牧市、登別市、平取町、知内町、幌加内町、中標津町 

 

○（保護者向け）研修、講演、便り、集会、セミナー、注意喚起等【再掲】 

共和町、今金町 

 

○生徒指導・育成担当者、補導員等の連絡会議、研修会、協議会【再掲】 

長沼町、新篠津村、真狩村、白老町、渡島総合振興局、函館市、比布町、厚

岸町 

 

＜広報啓発周知＞ 

○啓発資材の（街頭）配布、上映、ポスター掲示による啓発活動【再掲】 

北海道教育庁、岩見沢市、赤平市、歌志内市、深川市、月形町、妹背牛町、

北竜町、札幌市、江別市、千歳市、北広島市、後志総合振興局、島牧村、黒

松内町、真狩村、留寿都村、神恵内村、余市町、苫小牧市、豊浦町、白老

町、八雲町、今金町、せたな町、旭川市、士別市、上富良野町、下川町、小

平町、羽幌町、初山別村、遠別町、猿払村、礼文町、小清水町、遠軽町、十

勝総合振興局、士幌町、鹿追町、更別村、広尾町、陸別町、釧路総合振興

局、厚岸町、中標津町 

 

○広報誌（紙）、防災無線、ホームページ等を活用した広報活動【再掲】 

歌志内市、北竜町、江別市、千歳市、倶知安町、余市町、苫小牧市、安平

町、上川町、厚岸町、中標津町 

 

○絵画、標語、メッセージ、ポスターコンクール、生徒会発信等【再掲】 

名寄市 

 

○相談窓口、面談・カウンセリングの開設実施、広報、周知活動【再掲】 

今金町、上川町、大樹町 

 

○パネル展の開催 

札幌市 

 

○祭典会場において薬物乱用防止広報車を使用したキャンペーンの実施 

北海道警察 

 

○厚岸町いきいきふれあい食と健康まつり 

厚岸町 

 

５不良行為及

び初発型非行

（犯罪）等の

防止 

 

＜立入、調査関係＞ 

○携帯電話販売店等への立入調査、フィルタリング周知依頼【再掲】 

名寄市 

 

○インターネットカフェ、カラオケボックスへの立入調査、依頼等【再掲】 

森町、名寄市 

 

○有害図書類に係る書店、コンビニエンススストア等への立入調査等 
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名寄市、帯広市 

 

○街頭巡回（補導等）、防犯パトロール、登下校時の見守り声かけ【再掲】 

北海道教育庁、北海道警察、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、

歌志内市、深川市、南幌町、奈井江町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、

札幌市、江別市、千歳市、北広島市、石狩市、当別町、小樽市、倶知安町、

共和町、岩内町、余市町、室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、白老町、厚真

町、むかわ町、新冠町、浦河町、えりも町、新ひだか町、函館市、北斗市、

知内町、八雲町、奥尻町、旭川市、士別市、名寄市、富良野市、幌加内町、

鷹栖町、比布町、上川町、美瑛町、上富良野町、剣淵町、美深町、天塩町、

利尻町、北見市、紋別市、美幌町、津別町、湧別町、西興部村、帯広市、音

更町、士幌町、上士幌町、清水町、芽室町、更別村、大樹町、本別町、浦幌

町、釧路市、厚岸町、標茶町、白糠町、根室市、中標津町、羅臼町 

 

○販売店への未成年者に対する未然防止の協力要請等【再掲】 

石狩振興局、帯広市 

 

○朝のあいさつ運動、ラジオ体操での取組の実施 

江差町、倶知安町 

 

＜会議、セミナー＞ 

○非行・被害防止に係る各種教室、講座、集会、イベント【再掲】 

北海道教育庁、北海道警察、江別市、千歳市、苫小牧市、上ノ国町、帯広

市、中標津町 

 

○保護者向け懇談会、講演、便り、集会、セミナー、注意喚起等【再掲】 

長万部町、江差町、乙部町、今金町、鷹栖町 

 

○生徒指導・育成担当者、補導員等の連絡会議、研修会、協議会【再掲】 

北海道教育庁、夕張市、赤平市、砂川市、由仁町、北竜町、札幌市、江別

市、千歳市、石狩市、新篠津村、真狩村、岩内町、泊村、苫小牧市、豊浦

町、白老町、むかわ町、渡島総合振興局、函館市、北斗市、福島町、森町、

長万部町、乙部町、旭川市、名寄市、富良野市、鷹栖町、比布町、美瑛町、

増毛町、苫前町、羽幌町、幌延町、紋別市、西興部村、帯広市、上士幌町、

幕別町、池田町、浦幌町、釧路町、厚岸町、羅臼町 

 

＜広報啓発周知＞ 

○啓発資材の（街頭）配布、上映、ポスター掲示による啓発活動【再掲】 

北海道教育庁、空知総合振興局、岩見沢市、歌志内市、深川市、長沼町、浦

臼町、新十津川町、秩父別町、雨竜町、北竜町、札幌市、江別市、千歳市、

北広島市、後志総合振興局、黒松内町、真狩村、留寿都村、神恵内村、余市

町、胆振総合振興局、室蘭市、苫小牧市、豊浦町、洞爺湖町、日高振興局、

乙部町、今金町、せたな町、名寄市、上富良野町、下川町、留萌振興局、留

萌市、小平町、羽幌町、初山別村、遠別町、宗谷総合振興局、十勝総合振興

局、士幌町、大樹町、幕別町、釧路総合振興局、厚岸町 

 

○広報誌（紙）、防災無線、ホームページ等を活用した広報活動【再掲】 

歌志内市、北竜町、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、新篠津

村、岩内町、余市町、苫小牧市、豊浦町、木古内町、森町、上川町、増毛

町、利尻町、音更町、幕別町、厚岸町、浜中町 

 

○絵画、標語、メッセージ、ポスターコンクール、生徒会発信等【再掲】 
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上ノ国町、名寄市 

 

○相談窓口、面談・カウンセリングの開設実施、広報、周知活動【再掲】 

今金町、上川町、大樹町 

 

○啓発パネル・看板、のぼり、垂れ幕の設置による啓発、広報、周知 

空知総合振興局、深川市、恵庭市、余市町 

 

○少年の居場所づくりのための諸活動(避難所、見守所)、放課後子ども教室 

歌志内市、札幌市、江別市、倶知安町、白老町、安平町、鷹栖町、東神楽

町、比布町、池田町、豊頃町 

 

６再非行（犯

罪）の防止 

 

○社会を明るくする運動 

北海道、北海道教育庁、北海道警察、夕張市、岩見沢市、芦別市、赤平市、

三笠市、歌志内市、深川市、奈井江町、月形町、沼田町、札幌市、江別市、

千歳市、恵庭市、石狩市、新篠津村、後志総合振興局、小樽市、寿都町、蘭

越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、泊村、積丹町、古平町、仁木町、余市

町、赤井川村、胆振総合振興局、室蘭市、苫小牧市、登別市、豊浦町、壮瞥

町、白老町、厚真町、洞爺湖町、むかわ町、えりも町、新ひだか町、渡島総

合振興局、北斗市、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、八雲町、

檜山振興局、江差町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町、旭川市、士別

市、名寄市、富良野市、幌加内町、鷹栖町、上川町、美瑛町、上富良野町、

中富良野町、和寒町、美深町、留萌振興局、小平町、遠別町、宗谷総合振興

局、幌延町、中頓別町、豊富町、利尻町、北見市、紋別市、美幌町、津別

町、遠軽町、湧別町、帯広市、音更町、士幌町、鹿追町、新得町、足寄町、

更別村、広尾町、豊頃町、本別町、浦幌町、釧路市、釧路町、厚岸町、浜中

町、標茶町、弟子屈町、白糠町、根室振興局、中標津町、根室市 

 

＜立入、調査関係＞ 

○有害図書類に係る書店、コンビニエンススストア等への立入調査等 

帯広市 

 

○街頭巡回（指導等）、防犯パトロール、登下校時の見守り声かけ【再掲】 

北海道教育庁、深川市、奈井江町、北広島市、倶知安町、岩内町、登別市、

豊浦町、白老町、鷹栖町、天塩町、帯広市、大樹町、厚岸町 

 

○販売店への未成年者に対する未然防止の協力要請等【再掲】 

帯広市 

 

◯生徒のアルバイト先訪問指導 

北海道教育庁 

 

＜会議、セミナー＞ 

○非行・被害防止に係る各種教室、講座、集会、イベント【再掲】 

北海道教育庁、江別市、千歳市、平取町、松前町 

 

○保護者向け研修、講演、便り、集会、セミナー、注意喚起等【再掲】 

長万部町、今金町、鷹栖町 

 

○更正保護、生徒指導者等の連絡会議、研修会、研究会、協議会【再掲】 

北海道教育庁、砂川市、北竜町、札幌市、江別市、石狩市、新篠津村、真狩

村、岩内町、室蘭市、苫小牧市、豊浦町、渡島総合振興局、函館市、福島
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町、長万部町、旭川市、鷹栖町、比布町、美瑛町、帯広市、池田町、厚岸町 

 

＜広報啓発周知＞ 

○啓発資材の（街頭）配布、上映、ポスター掲示による啓発活動【再掲】 

北海道、北海道教育庁、空知総合振興局、歌志内市、深川市、月形町、浦臼

町、雨竜町、北竜町、札幌市、江別市、千歳市、北広島市、石狩市、後志総

合振興局、黒松内町、真狩村、留寿都村、神恵内村、余市町、赤井川村、豊

浦町、白老町、木古内町、八雲町、今金町、せたな町、上川総合振興局、上

富良野町、下川町、留萌市、羽幌町、宗谷総合振興局、遠軽町、十勝総合振

興局、音更町、士幌町、更別村、大樹町、釧路総合振興局、厚岸町、中標津

町 

 

○広報誌（紙）、防災無線、ホームページ等を活用した広報活動【再掲】 

北海道、三笠市、歌志内市、深川市、北竜町、江別市、千歳市、北広島市、

新篠津村、倶知安町、余市町、赤井川村、白老町、日高町、木古内町、八雲

町、上川町、厚岸町、中標津町 

 

○絵画、標語、メッセージ、ポスターコンクール、生徒会発信等【再掲】 

余市町、上ノ国町 

 

○保護司、更生保護女性会による学校訪問活動 

浦幌町 

 

○相談窓口、面談・カウンセリングの開設実施、広報、周知活動【再掲】 

今金町、上川町、大樹町 

 

○少年の居場所づくりのための各種活動、放課後子ども教室【再掲】 

歌志内市、江別市、倶知安町、白老町、安平町、鷹栖町、東神楽町、比布

町、池田町、豊頃町 

 

○道警旭川方面本部生活安全課主催の「少年の立ち直り支援・居場所作り事

業（ＪＵＭＰプラン）」への参加 

旭川市 

 

○小学校児童による街頭啓発パレード 

せたな町 

 

７いじめ・暴

力行為等の問

題行動への対

応 

 

○ 「少年の主張」大会 

北海道教育庁、空知総合振興局、芦別市、月形町、石狩振興局、江別市、恵

庭市、後志総合振興局、真狩村、留寿都村、倶知安町、神恵内村、仁木町、

胆振総合振興局、壮瞥町、厚真町、日高振興局、様似町、渡島総合振興局、

知内町、七飯町、檜山振興局、江差町、厚沢部町、上川総合振興局、旭川

市、士別市、幌加内町、東川町、美瑛町、中富良野町、和寒町、美深町、留

萌振興局、増毛町、初山別村、宗谷総合振興局、稚内市、浜頓別町、礼文

町、オホーツク総合振興局、斜里町、十勝総合振興局、釧路総合振興局、釧

路町、厚岸町、浜中町、根室振興局、中標津町、標津町、羅臼町 

 

＜立入、調査関係＞ 

○街頭巡回（指導等）、防犯パトロール、登下校時の見守り声かけ【再掲】 

岩見沢市、札幌市、苫小牧市、鹿部町、旭川市、名寄市、紋別市、大樹町、

厚岸町、中標津町 
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○ネットパトロールの実施【再掲】 

由仁町、当別町 

 

○いじめ・暴力行為等の問題に係る調査、ハイパーＱＵ、アンケート等 

北海道教育庁、豊頃町 

 

＜会議、セミナー＞ 

○各種教室、講座、集会、ソーシャルスキルトレーニング等【再掲】 

北海道教育庁、由仁町、厚真町、奥尻町、中標津町 

 

○保護者向け研修、講演、便り、集会、セミナー、注意喚起等【再掲】 

北海道教育庁、知内町、長万部町、今金町、鷹栖町 

 

○いじめ・暴力行為等の問題の連絡会議、研修会、委員会、協議会【再掲】 

北海道教育庁、空知総合振興局、岩見沢市、滝川市、砂川市、深川市、長沼

町、北竜町、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、新篠津

村、真狩村、室蘭市、苫小牧市、豊浦町、白老町、渡島総合振興局、函館

市、福島町、長万部町、名寄市、初山別村、鷹栖町、比布町、美瑛町、北見

市、幕別町、本別町、釧路町、厚岸町、鶴居村、根室振興局、中標津町 

 

○「なかよしさわやか DAY 全市交流会」の開催 

恵庭市 

 

○「第６回苫小牧市いじめ問題子どもサミット」 

苫小牧市 

 

○夏のつどい（小中学生によるスポーツ交流） 

鶴居村 

 

＜広報啓発周知＞ 

○啓発資材の（街頭）配布、上映、ポスター掲示による啓発活動【再掲】 

北海道教育庁、歌志内市、深川市、奈井江町、秩父別町、北竜町、石狩振興

局、江別市、千歳市、北広島市、後志総合振興局、島牧村、黒松内町、留寿

都村、神恵内村、余市町、豊浦町、洞爺湖町、今金町、せたな町、上川総合

振興局、士別市、上富良野町、下川町、留萌振興局、小平町、羽幌町、初山

別村、遠別町、十勝総合振興局、士幌町、更別村、幕別町、池田町、陸別

町、厚岸町、浜中町、中標津町 

 

○広報誌（紙）、防災無線、ホームページ等を活用した広報活動【再掲】 

北海道教育庁、岩見沢市、歌志内市、深川市、北竜町、札幌市、江別市、千

歳市、北広島市、倶知安町、余市町、安平町、上川町、北見市、幕別町、厚

岸町、池田町、標茶町、中標津町 

 

○絵画、標語、メッセージ、ポスターコンクール、生徒会発信等【再掲】 

北海道教育庁、上ノ国町、名寄市、美瑛町、剣淵町 

 

○相談窓口、面談・カウンセリングの開設実施、広報、周知活動【再掲】 

北海道教育庁、北海道警察、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、

三笠市、深川市、奈井江町、新十津川町、妹背牛町、江別市、千歳市、北広

島市、石狩市、当別町、余市町、登別市、伊達市、白老町、えりも町、函館

市、奥尻町、今金町、士別市、上川町、北見市、紋別市、津別町、帯広市、

音更町、大樹町、池田町、豊頃町、中標津町 
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○全道子どもサミット、ピア・サポートなどの諸活動 

北海道教育庁 

 

○少年の居場所づくりのための諸活動、放課後子ども教室【再掲】 

歌志内市、新十津川町、札幌市、江別市、倶知安町、白老町、東神楽町、比

布町、池田町、豊頃町 

 

○「しらおい子ども憲章」推進委員の委嘱による小中学生への推進 

白老町 

 

○ 保護司、更生保護女性会による学校訪問活動【再掲】 

浦幌町 

 

 


