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令和元年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」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道民生活課 

最重点・重点課題 取組内容 備考 

最重点課題 

インターネッ

ト利用に係る

子供の性被害

の防止 

＜大会実施・合同啓発実施＞ 

○開催日（７月３日）、場所（深川市内：深川東高等学校） 

 名称  「深川市明るく住みよいまちづくり市民総ぐるみ運動」総決起大会 

 主席者（深川市長、深川市議会議長、旭川保護観察署長、深川警察署長、 

深川保健所長、深川地区保護司会支部長、深川市交通安全協会

長、深川市防犯協会長、深川市青少年健全育成連絡協議会長、

薬物乱用防止指導員北空知地区協議会副会長他 出席者 13人） 

 講演テーマ等（大切な子供を守るために、インターネット利用被害にかか

る性被害防止等 他） 

 

○開催日（７月２、３日）、場所（釧路市内：釧路教育局） 

 名称  （生徒指導研究協議会） 

 出席者（市町村教育委員会職員、管内校長・教頭・教諭、ＰＴＡ等出席者

64 人 

 講演テーマ等（生徒指導上の諸問題への対応について） 

 

○開催日（７月３、４日） 

名称（社会を明るくする運動内閣総理大臣メッセージ及び青少年の非行 

   ・被害防止道民総ぐるみ運動北海道知事メッセージの伝達） 

 出席者（函館市を除く各市町、更生保護関係者、青少年団体育成者） 

 講演テーマ等（北海道知事メッセージ伝達を行い、町や生徒・児童による

決意表明など実施） 

   

○開催日（７月６日）、場所（千歳市内：千歳高等学校） 

 名称  （千歳市青少年非行・被害防止市民総ぐるみ運動） 

 出席者（千歳市長、警察署長、青少年育成関係者など、出席者約 120 人） 

 講演テーマ等（「社会を明るくする運動」内閣総理大臣メッセージ伝達、

作文コンテスト入賞作品発表：小学生１名・中学生 1名、

各関係機関出席協力のもとマスコットキャラクターによる

ＰＲ、リーフレットやポケットティッシュを商業施設（８

カ所）利用者等に手交し、重点な啓発を実施） 

 

○開催日 （７月６日）、場所（小樽市内） 

 名称   （第 69 回社会を明るくする運動街頭パレード・セレモニー） 

 出席者 （小樽市長、後志総合振興局、小樽地区保護司会ほか青少年育成 

関係者団体約１５０人） 

 講演テーマ等（青少年のインターネットによる SNS トラブル等の犯罪や非

行防止立ち直りを支える地域のチカラをテーマに、チラシ

や団扇、ティッシュ等の啓発物品を市内中心部で配布し中

学校校吹奏楽部による演奏の下、街頭パレードを実施） 

 

○開催日（７月８日）、場所（日高町内：富川高等学校） 

 名称 （日高町児童生徒指導連絡協議会代表者会議） 

 出席者（門別警察署生活安全係長、町教委青少年相談員、管内小中高管 

理職及び生徒指導部担当者 出席者 16 名） 

 講演テーマ等（町内小中校の児童生徒の健全育成を図るために、指導に関 

する情報交換及びインターネットの不正使用防止に向けた 

情報交換と意見交換を実施） 
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○開催日（７月９日）、場所（余市町内）               

名称 （第 69 回「社会を明るくする運動」町村訪問車両パレード）   

出席者（出席者４０人）                      

内容等（北後志５か町村訪問、各種メッセージ伝達、啓発活動等） 

○開催日（７月 17日）、場所（厚岸町内） 

 名称 （第 69回｢社会を明るくする運動｣及び令和元年度｢青少年の非行･被 

害防止道民総ぐるみ運動｣街頭啓発パレード） 

 出席者（厚岸町教育委員会教育長、厚岸警察署長、他青少年育成関係者等

出席者 32 人） 

 講演テーマ等  （犯罪や非行、交通事故のない明るい社会を築くために

町民への街頭啓発を実施） 

○開催日（７月 18日）、場所（中標津町内：計根別学園） 

名称等（インターネットに等に潜む危険性やトラブルについての知識、イ

ンターネット等の使用時のモラルを高める） 

講師（ＫＤＤＩスマホ・ケータイ安全教室認定講師） 

講演テーマ等（実際に起こりそうなＳＮＳのトラブルの再現マンガドラマ

を視聴し児童生徒に注意喚起を促した） 

 

○開催日（７月 19日）、場所（札幌市内：札幌駅）          

名称 （青少年の非行・被害防止全国強調月間における合同街頭啓発） 

出席者（北海道、北海道青少年育成協会関係者、北海道警察本部少年課                 

北海道警察学生ボランティアなど 出席 20人）           

講演テーマ等（インターネット利用に係る犯罪被害防止、自画撮り被害防                   

止等、マスコットキャラクターによるＰＲ、リーフレットやポケットティ

ッシュを駅利用者に手交し、啓発活動を実施） 

○開催日（７月 22日）、場所（札幌市内：北海道庁赤レンガ庁舎前） 

 名称（北海道警察音楽隊赤れんがコンサート） 

講演テーマ等（北海道警察音楽隊・北海道青少年育成協会等合同で、青少

年の非行被害防止強調月間及び自画撮り被害防止、大麻犯

罪防止、振り込め詐欺防止等をテーマにコンサートと啓発

活動を実施） 

 

○開催日（７月２３日）、場所（函館市内） 

名称（青少年育成フォーラム） 

 出席者 （函館市の学校関係者、更生保護関係者、青少年団体育成者 200

人） 

 講演テーマ等（社会を明るくする運動内閣総理大臣メッセージ及び青少年

の非行・被害防止道民総ぐるみ運動北海道知事メッセージ

の伝達、少年の主張渡島地区大会入賞者による発表と意見

交換会、市民団体による合唱を実施） 

 

○開催日（７月 23日）、場所（苫前町内） 

 名称 （地域を見守る住民の集い兼学校支援ボランティア研修会） 

 出席者（苫前町長、各学校関係者、苫前町防犯協会関係者、苫前町青少年 

問題協議会関係者等出席者９３人） 

講演テーマ等（インターネット等の犯罪防止対策について） 
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○開催日（７月 25日）、場所（雨竜町内：雨竜高等養護学校） 

 出席者（青少年健全育成関係者、教職員、学校生徒 113 人等） 

 講演テーマ等（インターネットと性被害の危険性について） 

 

○開催日（７月 26日）、場所（鶴居村内） 

   名称 （鶴居村子ども会議） 

   出席者（鶴居村内小中学校生徒・児童会役員、教育委員会、鶴居村生

徒指導連絡協議会出席者 26 人） 

   講演テーマ等（いじめ防止に向けた各学校の取組の発表・スマートフ

ォン等電子機器との付き合い方についてのワークショ

ップによる熟議） 

 

○開催日（７月 31日）、場所（江別市内：江別市民会館） 

 名称 (令和元年度江別市教職員夏期セミナー兼インターネット上の有害

情報から青少年を守るための道民フォーラム) 

 出席者(北海道青少年有害対策実行委員会、江別市教職員、ＰＴＡ関係者

等約 70 名) 

 講師 北海道警察生活安全部少年課課長補佐、江戸川大学教授 

講演テーマ等(インターネットに起因する犯罪の現状等について、情報モ

ラル教育～情報モラル問題解決力をどう育てるか) 

 

＜広報啓発周知＞ 

○テレビ・ラジオ広報 

北海道警察（ＦＭいるか、ＦＭねむろ等）、函館市（ＨＢＣラジオ） 

 

○啓発資材の（街頭）配布、上映、ポスター掲示による啓発活動 

北海道警察、北海道教育庁、空知総合振興局、赤平市、歌志内市、深川市、

南幌町、上砂川町、長沼町、栗山町、月形町、秩父別町、石狩振興局、江別

市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、札幌市、後志総合振興局、留寿都

村、小樽市、黒松内町、島牧村、余市町、登別市、豊浦町、浦河町、鹿部

町、長万部町、檜山振興局、江差町（生活リズムチェックシートによる携帯

等の利用状況把握）、上ノ国町、士別市、当麻町、上富良野町、下川町、留

萌振興局、羽幌町、遠別町、初山別村、小平町、留萌市、宗谷総合振興局、

幌延町、礼文町、訓子府町、紋別市、十勝総合振興局、音更町、士幌町、鹿

追町、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、陸別町、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 

北海道警察、北海道教育庁、美唄市、歌志内市、江別市、千歳市、札幌市、

小樽市、余市町、倶知安町、厚真町、安平町、むかわ町、浦河町、木古内

町、森町、奥尻町、乙部町、鷹栖町、上川町、増毛町、利尻町、斜里町、音

更町、芽室町、幕別町、池田町、厚岸町 

 

○絵画、標語、メッセージ、ポスターコンクール、生徒会発信等 

北海道教育庁、札幌市、小樽市、余市町、厚真町、厚岸町、白糠町 

 

○相談窓口、面談・カウンセリングの開設実施、広報、周知活動 

北海道警察、北海道教育庁、美唄市、栗山町、新十津川町、妹背牛町、江別

市、当別町、余市町、奥尻町、上川町、興部町、紋別市、士幌町、大樹町、 

中標津町 

 

＜防犯教室,セミナー,会議,研修会＞ 
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○非行・被害防止に係る各種教室、集会、講座(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、情報モラル等) 

北海道警察、北海道教育庁、三笠市、由仁町、長沼町、栗山町、江別市、千 

歳市、北広島市、札幌市、後志総合振興局、留寿都村、余市町、喜茂別町 

(ＳＯＳステーション設置点検)、登別市（ケイタイスマホ安全教室）、厚 

真町、松前町（夏のあいさつ運動実施）、福島町、鹿部町、長万部町、奥尻 

町、上ノ国町、遠別町（避難連絡所子どもかけ込み寺の設置）稚内市、北見 

市、鹿追町、中札内村、陸別町、釧路市、厚岸町、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 

北海道警察、北海道教育庁、三笠市、栗山町、江別市、札幌市、余市町、登

別市、福島町、鹿部町、八雲町、鷹栖町、中標津町 

 

○指導・育成担当者、指導員の連絡会議、講習研修会、協議会 

北海道警察、北海道教育庁、赤平市、深川市、南幌町、長沼町、栗山町、新 

十津川町、北竜町、江別市、千歳市、石狩市、新篠津村、札幌市、余市町、 

室蘭市、厚真町、福島町、森町、長万部町、乙部町、富良野市、名寄市、鷹 

栖町、比布町、遠別町、遠軽町、北見市、十勝総合振興局、幕別町、池田 

町、釧路町、中標津町 

 

＜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、北海道教育庁、滝川市、石狩振興局、江別市、千歳市、恵庭

市、北広島市、石狩市、札幌市、後志総合振興局、登別市、函館市、北斗

市、檜山振興局、名寄市、留萌振興局、宗谷総合振興局、稚内市、オホーツ

ク総合振興局、紋別市、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 

北海道警察、北海道教育庁、岩見沢市、石狩振興局、江別市、千歳市、恵庭

市、北広島市、当別町、札幌市、後志総合振興局、苫小牧市、登別市、函館

市、北斗市、檜山振興局、上川総合振興局、旭川市、士別市、名寄市、富良

野市、上富良野町、和寒町、宗谷総合振興局、稚内市、オホーツク総合振興

局、紋別市、十勝総合振興局、帯広市、音更町、根室振興局、中標津町 

 

○ネットパトロールの実施 

北海道警察、栗山町、千歳市、北広島市、石狩市、当別町、中標津町 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

＜大会実施・合同啓発実施＞ 

○開催日（７月３日）、場所（深川市内：深川東高等学校）【再掲】 

 名称  「深川市明るく住みよいまちづくり市民総ぐるみ運動」総決起大会 

 主席者（深川市長、深川市議会議長、旭川保護観察署長、深川警察署長、 

深川保健所長、深川地区保護司会支部長、深川市交通安全協会

長、深川市防犯協会長、深川市青少年健全育成連絡協議会長、

薬物乱用防止指導員北空知地区協議会副会長他 出席者 13人） 

 講演テーマ等（大切な子供を守るために、インターネット利用被害にかか

る性被害防止等 他） 

 

○開催日（７月２，３日）、場所（釧路市内：釧路教育局）【再掲】 

 名称  （生徒指導研究協議会） 

 出席者（市町村教育委員会職員、管内校長・教頭・教諭、ＰＴＡ等出席者

64 人 

 講演テーマ等（生徒指導上の諸問題への対応について） 

 

○開催日（７月３、４日）【再掲】 

 



（都道府県名：北海道） 

5 

名称（社会を明るくする運動内閣総理大臣メッセージ及び青少年の非行 

   ・被害防止道民総ぐるみ運動北海道知事メッセージの伝達） 

 出席者（函館市を除く各市町、更生保護関係者、青少年団体育成者 ） 

 講演テーマ等（北海道知事メッセージ伝達を行い、町や生徒・児童による

決意表明など実施） 

 

 

○開催日（７月６日）、場所（千歳市内：千歳高等学校）【再掲】 

 名称  （千歳市青少年非行・被害防止市民総ぐるみ運動） 

 出席者（千歳市長、警察署長、青少年育成関係者など、出席者約 120 人） 

 講演テーマ等（「社会を明るくする運動」内閣総理大臣メッセージ伝達、

作文コンテスト入賞作品発表：小学生１名・中学生 1名、

各関係機関出席協力のもとマスコットキャラクターによる

ＰＲ、リーフレットやポケットティッシュを商業施設（８

カ所）利用者等に手交し、重点な啓発を実施） 

 

○開催日 （７月６日）、場所（小樽市内）【再掲】 

 名称   （第 69 回社会を明るくする運動街頭パレード・セレモニー） 

 出席者 （小樽市長、後志総合振興局、小樽地区保護司会ほか青少年育成 

関係者団体約１５０人） 

 講演テーマ等（青少年のインターネットによる SNS トラブル等の犯罪や非

行防止立ち直りを支える地域のチカラをテーマに、チラシ

や団扇、ティッシュ等の啓発物品を市内中心部で配布し中

学校校吹奏楽部による演奏の下、街頭パレードを実施） 

 

○開催日（７月８日）、場所（日高町内：富川高等学校）【再掲】 

 名称 （日高町児童生徒指導連絡協議会代表者会議） 

 出席者（門別警察署生活安全係長、町教委青少年相談員、管内小中高管 

理職及び生徒指導部担当者 出席者 16 名） 

 講演テーマ等（町内小中校の児童生徒の健全育成を図るために、指導に関 

する情報交換及びインターネットの不正使用防止に向けた 

情報交換と意見交換を実施） 

 

○開催日（７月９日）、場所（余市町内）【再掲】              

名称  （第 69回「社会を明るくする運動」町村訪問車両パレード）   

出席者（出席 40 人）                       

内容等（北後志５か町村訪問、各種メッセージ伝達、啓発活動等） 

 

○開催日（７月 17日）、場所（厚岸町内）【再掲】 

 名称 （第 69回｢社会を明るくする運動｣及び令和元年度｢青少年の非行･被 

害防止道民総ぐるみ運動｣街頭啓発パレード） 

 出席者（厚岸町教育委員会教育長、厚岸警察署長、他青少年育成関係者等

出席者 32人） 

 講演テーマ等  （犯罪や非行、交通事故のない明るい社会を築くために

町民への街頭啓発を実施） 

○開催日（７月 18日）、場所（中標津町内：計根別学園）【再掲】 

名称等（インターネットに等に潜む危険性やトラブルについての知識、イ

ンターネット等の使用時のモラルを高める） 

講師（ＫＤＤＩスマホ・ケータイ安全教室認定講師） 

講演テーマ等（実際に起こりそうなＳＮＳのトラブルの再現マンガドラマ
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を視聴し児童生徒に注意喚起を促した） 

 

○開催日（７月 19日）、場所（札幌市内：札幌駅）【再掲】 

名称 （青少年の非行・被害防止全国強調月間における合同街頭啓発） 

 出席者（北海道、北海道青少年育成協会関係者、北海道警察本部少年課、 

北海道警察学生ボランティアなど 出席 20人） 

 講演テーマ等（インターネット利用に係る犯罪被害防止、自画撮り被害防 

止等、マスコットキャラクターによるＰＲ、リーフレッ 

トやポケットティッシュを駅利用者に手交し、啓発活動 

を実施） 

 

○開催日(７月 22 日)、場所(札幌市内：北海道庁赤レンガ庁舎前)【再掲】 

 名称（北海道警察音楽隊赤れんがコンサート） 

講演テーマ等（北海道警察音楽隊・北海道青少年育成協会等合同で、青少

年の非行被害防止強調月間及び自画撮り被害防止、大麻犯

罪防止、振り込め詐欺防止等をテーマにコンサートと啓発

活動を実施） 

 

○開催日（７月 23日）、場所（函館市内）【再掲】 

名称（青少年育成フォーラム） 

 出席者 （函館市の学校関係者、更生保護関係者、青少年団体育成者 200

人） 

 講演テーマ等（社会を明るくする運動内閣総理大臣メッセージ及び青少年

の非行・被害防止道民総ぐるみ運動北海道知事メッセージ

の伝達、少年の主張渡島地区大会入賞者による発表と意見

交換会、市民団体による合唱を実施） 

 

○開催日（７月 23日）、場所（苫前町内）【再掲】 

 名称 （地域を見守る住民の集い兼学校支援ボランティア研修会） 

 出席者（苫前町長、各学校関係者、苫前町防犯協会関係者、苫前町青少年 

問題協議会関係者等出席者９３人） 

講演テーマ等（インターネット等の犯罪防止対策について） 

 

○開催日（７月 25日）、場所（雨竜町内：雨竜高等養護学校）【再掲】 

 出席者（青少年健全育成関係者、教職員、学校生徒 113 人等） 

 講演テーマ等（インターネットと性被害の危険性について） 

 

○開催日（７月 26日）、場所（鶴居村内）【再掲】 

   名称 （鶴居村子ども会議） 

   出席者（鶴居村内小中学校生徒・児童会役員、教育委員会、鶴居村生

徒指導連絡協議会出席者 26 人） 

   講演テーマ等（いじめ防止に向けた各学校の取組の発表・スマートフ

ォン等電子機器との付き合い方についてのワークショ

ップによる熟議） 

 

○開催日（７月 31日）、場所（江別市内：江別市民会館）【再掲】 

 名称 (令和元年度江別市教職員夏期セミナー兼インターネット上の有害

情報から青少年を守るための道民フォーラム) 

 出席者(北海道青少年有害対策実行委員会、江別市教職員、ＰＴＡ関係者

等約 70 名) 

 講師 北海道警察生活安全部少年課課長補佐、江戸川大学教授 

講演テーマ等(インターネットに起因する犯罪の現状等について、情報モ
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ラル教育～情報モラル問題解決力をどう育てるか) 

 

＜広報啓発周知＞ 

○テレビ・ラジオ広報【再掲】 

北海道警察（ＦＭいるか、ＦＭねむろ等）、函館市（ＨＢＣラジオ） 

 

○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】 

北海道警察、北海道教育庁、空知総合振興局、赤平市、歌志内市、深川市、

南幌町、上砂川町、長沼町、栗山町、月形町、新十津川町、石狩振興局、千

歳市、北広島市、石狩市、札幌市、後志総合振興局、小樽市、黒松内町、島

牧村、余市町、倶知安町、豊浦町、浦河町、鹿部町、檜山振興局、せたな

町、江差町（生活リズムチェックシートによる携帯等の利用状況把握）、上

ノ国町、上川総合振興局、旭川市、士別市、当麻町、上富良野町、下川町、

留萌振興局、羽幌町、遠別町、初山別村、小平町、留萌市、礼文町、清里

町、紋別市、十勝総合振興局、士幌町、鹿追町、大樹町、広尾町、釧路町、

厚岸町、白糠町、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】 

北海道警察、北海道教育庁、美唄市、歌志内市、深川市、千歳市、北広島

市、小樽市、余市町、安平町、むかわ町、浦河町、木古内町、奥尻町、乙部

町、鷹栖町、愛別町、上川町、利尻町、斜里町、音更町、池田町、厚岸町 

 

○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、北広島市、余市町、厚岸町、白糠町 

 

○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】 

北海道警察、北海道教育庁、栗山町、余市町、厚真町（電子メディアお悩み

相談会）、奥尻町、上川町、紋別市、士幌町、大樹町、中標津町 

 

＜防犯教室,セミナー,会議,研修会＞ 

○非行・被害防止に係る各種教室、集会、講座、イベント等【再掲】 

北海道警察、北海道教育庁、檜山振興局、札幌市、江別市、千歳市、余市

町、福島町、知内町、鹿部町、長万部町、せたな町、上ノ国町、奥尻町、美

瑛町、稚内市、北見市、 

中札内村、釧路市、厚岸町 

 

○保護者向け研修、講演、便り、集会、セミナー、注意喚起等【再掲】 

北海道警察、北海道教育庁、由仁町、栗山町、石狩市、余市町、福島町、鹿

部町、鷹栖町、中標津町 

 

○指導・育成担当者、指導員の連絡会議、講習研修会、協議会【再掲】 

北海道警察、北海道教育庁、赤平市、砂川市、深川市、南幌町、長沼町、栗 

山町、新十津川町、石狩市、新篠津村、札幌市、余市町、室蘭市、福島町、 

長万部町、乙部町、名寄市、富良野市、鷹栖町、比布町、美瑛町、美深町、 

遠別町、北見市、十勝総合振興局、池田町、釧路町、中標津町 

 

＜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、北海道教育庁、滝川市、石狩振興局、千歳市、恵庭市、北広島

市、石狩市、札幌市、後志総合振興局、登別市、函館市、北斗市、檜山振興

局、奥尻町、名寄市、留萌振興局、宗谷総合振興局、オホーツク総合振興

局、斜里町、紋別市、釧路総合振興局、釧路市、根室振興局、根室市、中標
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津町 

 

○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】 

北海道警察、北海道教育庁、岩見沢市、美唄市、芦別市、滝川市、石狩振興

局、千歳市、恵庭市、北広島市、当別町、札幌市、後志総合振興局、苫小牧

市、函館市、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、富良野市、上川町、上富良野町、和寒町、留萌振興局、留萌

市、宗谷総合振興局、稚内市、オホーツク総合振興局、紋別市、帯広市、音

更町、釧路総合振興局、釧路市、根室振興局、根室市、中標津町 

 

○ネットパトロールの実施【再掲】 

北海道警察、北海道教育庁、栗山町、石狩振興局、千歳市、北広島市、石狩

市、当別町、札幌市、登別市、北斗市、中標津町 

 

○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 

北海道警察、北海道教育庁、空知総合振興局、夕張市、岩見沢市、赤平市、 

三笠市、歌志内市、南幌町、石狩振興局、江別市、千歳市、恵庭市、北広島

市、当別町、札幌市、後志総合振興局、小樽市、胆振総合振興局、登別市、

伊達市、渡島総合振興局、函館市、北斗市、檜山振興局、名寄市、富良野

市、上富良野町、留萌振興局、宗谷総合振興局、オホーツク総合振興局、帯

広市、釧路総合振興局、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 

北海道警察、北海道教育庁、夕張市、岩見沢市、美唄市、赤平市、歌志内

市、深川市、南幌町、長沼町、栗山町、月形町、新十津川町、江別市、千歳

市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、札幌市、小樽市、余市町、室蘭

市、苫小牧市、登別市、伊達市、安平町（子どもサポート隊）、白老町、洞

爺湖町、豊浦町、えりも町、函館市、北斗市、知内町、鹿部町、旭川市、士

別市、名寄市、富良野市、当麻町、比布町、上川町、美瑛町、美深町、幌加

内町、羽幌町、幌延町、利尻町、稚内市、津別町、北見市、紋別市、帯広

市、音更町、士幌町、新得町、中札内村、更別村、大樹町、池田町、釧路

市、厚岸町、根室市、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） 

北海道警察、北海道教育庁、赤平市、歌志内市、栗山町、石狩振興局、江別

市、千歳市、当別町、札幌市、登別市、名寄市、富良野市、宗谷総合振興

局、紋別市、帯広市、 
 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○開催日（７月６日）、場所（千歳市内：千歳高等学校）【再掲】 

 名称  （千歳市青少年非行・被害防止市民総ぐるみ運動） 

 出席者（千歳市長、警察署長、青少年育成関係者など、出席者約 120 人） 

 講演テーマ等（「社会を明るくする運動」内閣総理大臣メッセージ伝達、

作文コンテスト入賞作品発表：小学生１名・中学生 1名、

各関係機関出席協力のもとマスコットキャラクターによる

ＰＲ、リーフレットやポケットティッシュを商業施設（８

カ所）利用者等に手交し、重点な啓発を実施） 

 

○開催日（７月８日）、場所（日高町内：富川高等学校）【再掲】 

 名称 （日高町児童生徒指導連絡協議会代表者会議） 

 出席者（門別警察署生活安全係長、町教委青少年相談員、管内小中高管 

理職及び生徒指導部担当者 出席者 16 名） 

 講演テーマ等（町内小中校の児童生徒の健全育成を図るために、指導に関 
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する情報交換及びインターネットの不正使用防止に向けた 

情報交換と意見交換を実施） 

 

○開催日（７月 19日）、場所（札幌市内：札幌駅）【再掲】 

名称 （青少年の非行・被害防止全国強調月間における合同街頭啓発） 

 出席者（北海道、北海道青少年育成協会関係者、北海道警察本部少年課、 

北海道警察学生ボランティアなど 出席 20人） 

 講演テーマ等（インターネット利用に係る犯罪被害防止、自画撮り被害防 

止等、マスコットキャラクターによるＰＲ、リーフレッ 

トやポケットティッシュを駅利用者に手交し、啓発活動 

を実施） 

                         

○開催日(７月 22 日)、場所(札幌市内：北海道庁赤レンガ庁舎前)【再掲】 

 名称（北海道警察音楽隊赤れんがコンサート） 

講演テーマ等（北海道警察音楽隊・北海道青少年育成協会等合同で、青少

年の非行被害防止強調月間及び自画撮り被害防止、大麻犯

罪防止、振り込め詐欺防止等をテーマにコンサートと啓発

活動を実施） 

 

○開催日（７月 23日）、場所（苫前町内）【再掲】 

 名称 （地域を見守る住民の集い兼学校支援ボランティア研修会） 

 出席者（苫前町長、各学校関係者、苫前町防犯協会関係者、苫前町青少年 

問題協議会関係者等出席者９３人） 

講演テーマ等（インターネット等の犯罪防止対策について） 

 

＜広報啓発周知＞ 

○テレビ・ラジオ広報【再掲】 

北海道警察（ＦＭいるか、ＦＭねむろ等） 

 

○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、赤平市、歌志内市、深川市、上砂川町、栗山町、月形町、雨

竜町、千歳市、北広島市、石狩市、札幌市、留寿都村、小樽市、黒松内町、

島牧村、余市町、豊浦町、鹿部町、長万部町、せたな町、上ノ国町、旭川

市、士別市、当麻町、上富良野町、下川町、留萌振興局、遠別町、初山別

村、小平町、留萌市、猿払村、利尻町、礼文町、遠軽町、十勝総合振興局、 

更別村、大樹町、広尾町、陸別町、厚岸町、浜中町、白糠町、別海町、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、千歳市、札幌市、小樽市、余市町、倶知安町、安

平町、浦河町、上川町、音更町、厚岸町 

 

○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、余市町、厚岸町、白糠町 

 

○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】 

北海道警察、北海道教育庁、栗山町、札幌市、余市町、上川町、興部町、紋

別市、大樹町 

 

＜防犯教室,セミナー,会議,研修会＞ 

○薬物乱用対策・防止等に係る各種教室、講座、訓練、集会 

北海道警察、北海道教育庁、岩見沢市、赤平市、三笠市、深川市、長沼町、 



（都道府県名：北海道） 

10 

栗山町、江別市、千歳市、北広島市、石狩市、札幌市、余市町、平取町、知

内町、幌加内町、日高町、上ノ国町、せたな町、士別市、稚内市、枝幸町、

利尻町、帯広市、音更町、士幌町、芽室町、鹿追町、幕別町、中札内村、釧

路市、厚岸町、弟子屈町 

 

○非行・被害防止に係る各種教室、集会、講座、イベント等【再掲】 

北海道警察、北海道教育庁、千歳市、北広島市、札幌市、余市町、長万部町 

 

○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、栗山町、石狩市、余市町、福島町、中標津町 

 

○指導・育成担当者、指導員の連絡会議、講習研修会、協議会【再掲】 

北海道警察、北海道教育庁、栗山町、新十津川町、北竜町、恵庭市、石狩

市、新篠津村、余市町、北斗市、福島町、長万部町、名寄市、富良野市、比

布町、美深町、遠別町、遠軽町、北見市、芽室町、中標津町 

               

＜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】 

北海道警察、北海道教育庁、岩見沢市、滝川市、石狩振興局、千歳市、恵庭

市、北広島市、石狩市、当別町、札幌市、苫小牧市、北斗市、士別市、名寄

市、富良野市、上富良野町、留萌市、稚内市、紋別市、十勝総合振興局、帯

広市、音更町、中標津町 

 

○ネットパトロールの実施【再掲】 

北海道警察、北海道教育庁、栗山町、千歳市、北広島市、当別町、登別市、 

 

○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、栗山町、千歳市、北広島市、当別町、札幌市、小

樽市、余市町、室蘭市、苫小牧市、登別市、厚真町、白老町、豊浦町、浦河

町、北斗市、知内町、鹿部町、士別市、名寄市、富良野市、比布町、上富良

野町、羽幌町、利尻町、稚内市、津別町、北見市、紋別市、十勝総合振興

局、帯広市、音更町、士幌町、新得町、中札内村、厚岸町、中標津町、羅臼

町 

 

○大麻草の除去活動 

北海道教育庁、北見市、士幌町 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

○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 

北海道警察、北海道教育庁、三笠市、歌志内市、深川市、南幌町、上砂川

町、秩父別町、江別市、北広島市、当別町、札幌市、小樽市、島牧村、余市

町、余市町、登別市、登別市、厚真町、豊浦町、むかわ町、平取町、函館

市、知内町、鹿部町、厚沢部町、江差町、士別市、名寄市、富良野市、東神

楽町、比布町（ぶっくん寺子屋の開催）、東川町、中富良野町、下川町、美

深町、幌延町、礼文町、稚内市、訓子府町、大空町（交通安全・社会を明る

くする運動大会）、津別町、帯広市、音更町、士幌町、大樹町、幕別町、池

田町、釧路町、標茶町、根室市 

 

＜大会実施＞ 

○開催日（７月３日）、場所（深川市内：深川東高等学校）【再掲】 

 名称  「深川市明るく住みよいまちづくり市民総ぐるみ運動」総決起大会 

 主席者（深川市長、深川市議会議長、旭川保護観察署長、深川警察署長、 

深川保健所長、深川地区保護司会支部長、深川市交通安全協会
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長、深川市防犯協会長、深川市青少年健全育成連絡協議会長、

薬物乱用防止指導員北空知地区協議会副会長他 出席者 13人） 

 講演テーマ等（大切な子供を守るために、インターネット利用被害にかか

る性被害防止等 他） 

 

○開催日（７月６日）、場所（千歳市内：千歳高等学校）【再掲】 

 名称  （千歳市青少年非行・被害防止市民総ぐるみ運動） 

 出席者（千歳市長、警察署長、青少年育成関係者など、出席者約 120 人） 

 講演テーマ等（「社会を明るくする運動」内閣総理大臣メッセージ伝達、

作文コンテスト入賞作品発表：小学生１名・中学生 1名、

各関係機関出席協力のもとマスコットキャラクターによる

ＰＲ、リーフレットやポケットティッシュを商業施設（８

カ所）利用者等に手交し、重点な啓発を実施） 

 

○開催日（７月 13日）、場所（江別市内） 

名称 （第４１回江別市子ども会小学生相撲大会） 

 講演テーマ等（日本の伝統的な競技として広く親しまれている相撲を通し

て、子ども達の健やかな成長と体力向上を図る） 

 

○開催日（７月 19日）、場所（中標津町内：計根別学園） 

名称等（児童の規範意識の醸成を図るとともに、非行防止と犯罪被害の防

止）  

講師（中標津警察署生活安全課課長） 

講演テーマ（初発型非行防止教室のプラグラムで日常生活で起こりうる軽

微な窃盗・暴行を防ぐ内容を実施） 

 

○開催日（７月 19日）、場所（札幌市内：札幌駅）【再掲】 

名称 （青少年の非行・被害防止全国強調月間における合同街頭啓発） 

 出席者（北海道、北海道青少年育成協会関係者、北海道警察本部少年課、 

北海道警察学生ボランティアなど 出席 20人） 

 講演テーマ等（インターネット利用に係る犯罪被害防止、自画撮り被害防 

止等、マスコットキャラクターによるＰＲ、リーフレッ 

トやポケットティッシュを駅利用者に手交し、啓発活動 

を実施） 

 

○開催日（７月 23日）、場所（苫前町内）【再掲】 

 名称 （地域を見守る住民の集い兼学校支援ボランティア研修会） 

 出席者（苫前町長、各学校関係者、苫前町防犯協会関係者、苫前町青少年 

問題協議会関係者等出席者９３人） 

講演テーマ等（インターネット等の犯罪防止対策について） 

 

＜広報啓発周知＞ 

○テレビ・ラジオ広報【再掲】 

北海道警察（ＦＭいるか、ＦＭねむろ等）、函館市（ＨＢＣラジオ） 

 

○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】 

北海道警察、北海道教育庁、空知総合振興局、美唄市、赤平市、歌志内市、

深川市、上砂川町、長沼町、栗山町、新十津川町、秩父別町、雨竜町、千歳

市、恵庭市、北広島市、石狩市、札幌市、後志総合振興局、共和町、留寿都

村、仁木町、小樽市、黒松内町、余市町、倶知安町、浦河町、鹿部町、せた

な町、上ノ国町、上川総合振興局、旭川市、士別市、当麻町、上富良野町、

下川町、幌加内町、留萌振興局、羽幌町、遠別町、初山別村、小平町、留萌
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市、宗谷総合振興局、礼文町、訓子府町、斜里町、網走市、紋別市、十勝総

合振興局、士幌町、大樹町、広尾町、幕別町、釧路町、厚岸町、白糠町、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】 

北海道警察、北海道教育庁、歌志内市、千歳市、北広島市、新篠津村、小樽

市、余市町、厚真町、むかわ町、木古内町、森町、乙部町、鷹栖町、上川

町、増毛町、利尻町、訓子府町、大空町、網走市、音更町、芽室町、幕別

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】 

北海道教育庁、女満別町、北広島市、札幌市、余市町、美深町、厚岸町、白

糠町、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】 

北海道警察、北海道教育庁、美唄市、栗山町、千歳市、当別町、余市町、上

川町、訓子府町、紋別市、士幌町、中標津町 

 

＜防犯教室,セミナー,会議,研修会＞ 

○非行・被害防止に係る各種教室、集会、講座、イベント等【再掲】 

北海道警察、北海道教育庁、岩見沢市、深川市、江別市、千歳市、北広島 

市、札幌市、後志総合振興局、余市町、安平町、日高町、長万部町、上ノ国 

町、せたな町、士別市、美瑛町、稚内市、幌加内町（青少年非行防止町内パ 

レード）、稚内市、枝幸町、利尻町、帯広市、芽室町、上士幌町、鹿追町、 

幕別町、中札内村、釧路市、厚岸町、弟子屈町、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】 

北海道警察、北海道教育庁、栗山町、石狩市、余市町、むかわ町、福島町、

鹿部町、八雲町、鷹栖町、中標津町 

 

○指導・育成担当者、指導員の連絡会議、講習研修会、協議会【再掲】 

北海道警察、北海道教育庁、夕張市、芦別市、赤平市、砂川市、南幌町、栗 

山町、新十津川町、北竜町、千歳市、北広島市、石狩市、新篠津村、札幌 

市、余市町、室蘭市、白老町、むかわ町、北斗市、福島町、森町、長万部 

町、乙部町、旭川市、富良野市、名寄市、鷹栖町、比布町、美瑛町、美深 

町、遠別町、増毛町、遠軽町、北見市、芽室町、池田町、浦幌町、釧路町 

                 

＜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】 

北海道警察、北海道教育庁、岩見沢市、美唄市、滝川市、石狩振興局、千歳

市、北広島市、当別町、札幌市、後志総合振興局、苫小牧市、函館市、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、富良野

市、上富良野町、和寒町、留萌市、稚内市、オホーツク総合振興局、網走

市、紋別市、十勝総合振興局、帯広市、釧路市、根室振興局、根室市、中標

津町 

 

○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、夕張市、稚内市、美唄市、赤平市、三笠市、深川市、南幌

町、奈井江町、栗山町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、千歳市、北広島

市、石狩市、当別町、札幌市、小樽市、余市町、倶知安町、苫小牧市、登別

市、伊達市、厚真町、白老町、豊浦町、むかわ町、浦河町、えりも町、函館

市、北斗市、知内町、鹿部町、八雲町、旭川市、士別市、名寄市、富良野
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市、鷹栖町、当麻町、比布町、美瑛町、上富良野町、美深町、羽幌町、利尻

町、稚内市、訓子府町、大空町、北見市、網走市、紋別市、十勝総合振興

局、帯広市、音更町、新得町、更別村、大樹町、池田町、釧路市、厚岸町、

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】 

北海道警察、北海道教育庁、赤平市、歌志内市、石狩振興局、千歳市、当別

町、札幌市、むかわ町、函館市、北斗市、名寄市、富良野市、稚内市、紋別

市、十勝総合振興局、帯広市、中標津町 

 

○補導活動の実施（酒・たばこ・深夜徘徊等） 

北海道警察、北海道教育庁、岩見沢市、赤平市、歌志内市、栗山町、恵庭

市、北広島市、当別町、札幌市、共和町、小樽市、登別市、むかわ町、函館

市、知内町、旭川市、士別市、富良野市、上富良野町、留萌市、稚内市、訓

子府町、紋別市、帯広市、釧路市、厚岸町 

 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

○社会を明るくする運動 

北海道教育庁、空知総合振興局、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、江別市、千歳市、恵庭市、石狩

市、新篠津村、札幌市（社会を明るくする運動白石区民大会、第 63 回社会

を明るくする運動西区総決起集会）、後志総合振興局、赤井川村、古平町、

留寿都村、仁木町、小樽市島牧村、余市町（第 69 回社会を明るくする運動

町村訪問車両パレード）、喜茂別町、胆振総合振興局、室蘭市、苫小牧市

（子どもを守り心を育てる運動結団式、青色回転灯車両出発式）、登別市、 

厚真町、白老町（第 69 回社会を明るくする運動白老地区開催セレモニ

ー）、壮瞥町、洞爺湖町、豊浦町、むかわ町、えりも町、平取町、渡島総合

振興局、函館市、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、奥尻町、乙部町、厚沢部町、今金町、上川総合振興局、 

旭川市、士別市、名寄市、富良野市、上川町、美瑛町、上富良野町、下川

町、美深町、留萌振興局、遠別町、小平町、宗谷総合振興局、豊富町、中頓

別町、幌延町、利尻町、遠軽町、清里町、津別町（ふれあい町民のつど

い）、北見市、網走市、紋別市、帯広市、上士幌町、新得町、更別村、大樹

町、池田町、浦幌町、釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈

町、根室振興局、根室市、別海町、中標津町 

 

 

○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】 

北海道教育庁、北海道警察、三笠市、歌志内市、由仁町、秩父別町、北広島

市、当別町、札幌市、島牧村、余市町、登別市、厚真町、豊浦町、浦河町、

平取町、函館市、知内町、厚沢部町、江差町、旭川市（北海道警察合同ＪＵ

ＭＰプラン開催）、士別市、名寄市、富良野市、東神楽町、比布町、東川

町、中富良野町、下川町、美深町、小平町、礼文町、稚内市、訓子府町、津

別町、帯広市、音更町、士幌町、大樹町、池田町、足寄町、釧路町、標茶町 

 

＜大会実施＞ 

○開催日（７月６日）、場所（三笠市内） 

 名称  （三笠市交通安全・防犯・暴力追放・社会を明るくする運動合同推

進大会） 

  

○開催日（７月３日）、場所（深川市内：深川東高等学校）【再掲】 

 名称  「深川市明るく住みよいまちづくり市民総ぐるみ運動」総決起大会 

 主席者（深川市長、深川市議会議長、旭川保護観察署長、深川警察署長、 
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深川保健所長、深川地区保護司会支部長、深川市交通安全協会

長、深川市防犯協会長、深川市青少年健全育成連絡協議会長、

薬物乱用防止指導員北空知地区協議会副会長他 出席者 13人） 

 講演テーマ等（大切な子供を守るために、インターネット利用被害にかか

る性被害防止等 他） 

 

○開催日（７月６日）、場所（千歳市内：千歳高等学校）【再掲】 

 名称  （千歳市青少年非行・被害防止市民総ぐるみ運動） 

 出席者（千歳市長、警察署長、青少年育成関係者など、出席者約 120 人） 

 講演テーマ等（「社会を明るくする運動」内閣総理大臣メッセージ伝達、

作文コンテスト入賞作品発表：小学生１名・中学生 1名、

各関係機関出席協力のもとマスコットキャラクターによる

ＰＲ、リーフレットやポケットティッシュを商業施設（８

カ所）利用者等に手交し、重点な啓発を実施） 

 

○開催日（７月９日）、場所（余市町内）               

名称（第 69 回「社会を明るくする運動」町村訪問車両パレード）     

出席者（出席者 40人）                      

内容等（北後志５か町村訪問、各種メッセージ伝達、啓発活動等） 

 

○開催日（７月 17日）、場所（厚岸町内）【再掲】 

 名称 （第 69回｢社会を明るくする運動｣及び令和元年度｢青少年の非行･被 

害防止道民総ぐるみ運動｣街頭啓発パレード） 

 出席者（厚岸町教育委員会教育長、厚岸警察署長、他青少年育成関係者等

出席者 32 人） 

 講演テーマ等  （犯罪や非行、交通事故のない明るい社会を築くために

町民への街頭啓発を実施） 

 

＜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、美唄市、歌志内市、深川市、上砂川町、栗

山町、月形町、雨竜町、千歳市、北広島市、石狩市、札幌市、後志総合振興

局、赤井川村、留寿都村、小樽市、黒松内町、余市町、倶知安町、登別市、

白老町、浦河町、木古内町、七飯町、八雲町、檜山振興局、旭川市、鷹栖

町、当麻町、美瑛町、上富良野町、下川町、留萌振興局、羽幌町、遠別町、

初山別村、小平町、留萌市、宗谷総合振興局、豊富町、中頓別町、幌延町、

利尻町、礼文町、遠軽町、訓子府町、清里町、北見市、網走市、紋別市、十

勝総合振興局、上士幌町、更別村、大樹町、広尾町、足寄町、浦幌町、釧路

町、厚岸町、弟子屈町、別海町、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、千歳市、北広島市、新篠津村、小樽市、 

余市町、倶知安町、白老町、むかわ町、木古内町、七飯町、鷹栖町、美深

町、豊富町、幌延町、利尻町、訓子府町、斜里町、大空町、網走市、音更

町、池田町、厚岸町 

 

○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、空知総合振興局、千歳市、北広島市、余市町、白老町、鷹栖

町、厚岸町、白糠町 
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○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、美唄市、三笠市、栗山町、千歳市、余市町、訓子府町、紋別

市、大樹町 

 

＜防犯教室,セミナー,会議,研修会＞ 

○再非行防止に係る各種教室、集会、講座、イベント等【再掲】 

北海道教育庁、岩見沢市、深川市、江別市、千歳市、北広島市、後志総合振

興局、小樽市、余市町、登別市（児童会によるあいさつ運動）、安平町、長

万部町、せたな町（小学生による街頭啓発パレード）上ノ国町、せたな町、

士別市、鷹栖町、幌加内町、日高町、稚内市、枝幸町、利尻町、帯広市、芽

室町、鹿追町、幕別町、中札内村、釧路市、厚岸町 

 

○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、栗山町、余市町、福島町、鷹栖町、中標津町 

 

○更生保護・指導者等の連絡会議、研修会、協議会等【再掲】 

北海道教育庁、北海道警察、砂川市、栗山町、新十津川町、北竜町、北広島 

市、石狩市、新篠津村、赤井川村、余市町、室蘭市、旭川市、名寄市、富良 

野市、鷹栖町、比布町、美深町、遠別町、遠軽町、北見市、芽室町、池田 

町、釧路町、中標津町 

 

＜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】 

北海道教育庁、岩見沢市、滝川市、千歳市、北広島市、当別町、札幌市、後

志総合振興局、苫小牧市、函館市、北斗市、檜山振興局、上川総合振興局、

士別市、名寄市、富良野市、上富良野町、和寒町、留萌市、宗谷総合振興

局、稚内市、網走市、紋別市、十勝総合振興局、帯広市、中標津町 

 

○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、岩見沢市、赤平市、深川市、奈井江町、栗山町、秩父別町、 

千歳市、北広島市、石狩市、当別町、札幌市、小樽市、余市町、室蘭市、苫

小牧市登別市、伊達市、厚真町、白老町、豊浦町、むかわ町、浦河町、えり

も町、函館市、北斗市、知内町、旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖

町、当麻町、比布町、上富良野町、美深町、幌加内町、羽幌町、留萌市、利

尻町、稚内市、訓子府町、津別町、北見市、網走市、紋別市、十勝総合振興

局、帯広市、音更町、新得町、中札内村、大樹町、幕別町、池田町、釧路

市、厚岸町、弟子屈町、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】 

北海道教育庁、赤平市、歌志内市、栗山町、千歳市、北広島市、札幌市、北

斗市、名寄市、富良野市、宗谷総合振興局、稚内市、紋別市、十勝総合振興

局、帯広市 

 

重点課題５ 

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、深川市、南幌町、上砂川町、月形

町、沼田町、石狩振興局、恵庭市、北広島市、当別町、後志総合振興局、留

寿都村、仁木町、余市町、胆振総合振興局、厚真町、壮瞥町、洞爺湖町、日

高振興局、浦河町、渡島総合振興局、函館市、福島町、知内町、七飯町、鹿

部町、檜山振興局、厚沢部町、江差町、今金町、上川総合振興局、旭川市、

士別市、当麻町、美瑛町、下川町、和寒町、美深町、幌加内町、留萌振興

局、遠別町、初山別村、小平町、増毛町、天塩町、留萌市、宗谷総合振興

局、幌延町、浜頓別町、オホーツク総合振興局、十勝総合振興局、音更町、
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士幌町、上士幌町、新得町、大樹町、幕別町、池田町、釧路総合振興局、釧

路町、根室振興局、根室市、標茶町 

 

○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】 

北海道教育庁、三笠市、歌志内市、深川市、南幌町、新十津川町、北広島

市、当別町、札幌市、島牧村、余市町、厚真町、むかわ町、浦河町、平取

町、函館市、知内町、七飯町、鹿部町、厚沢部町、士別市、名寄市、富良野

市、東神楽町、比布町、東川町、中富良野町、下川町、美深町、小平町、幌

延町、礼文町、訓子府町、津別町、帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、大

樹町、幕別町、池田町、釧路総合振興局、釧路町、標茶町 

 

＜大会実施＞ 

○開催日（７月 23日） 場所（名寄市内、名寄高等学校） 

名称（名寄市小中高いじめサミット） 

 講演テーマ等（いじめを防止する取組の状況についての交流、兵庫の紹介 

と採択、いじめ根絶の醸成） 

 

○開催日（７月 26日）、場所（鶴居村内）【再掲】 

   名称 （鶴居村子ども会議） 

   出席者（鶴居村内小中学校生徒・児童会役員、教育委員会、鶴居村生

徒指導連絡協議会出席者 26 人） 

   講演テーマ等（いじめ防止に向けた各学校の取組の発表・スマートフ

ォン等電子機器との付き合い方についてのワークショ

ップによる熟議） 

 

＜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、赤平市、歌志内市、深川市、南幌町、奈井

江町、上砂川町、栗山町、秩父別町、北竜町、石狩振興局、千歳市、北広島

市、石狩市、札幌市、後志総合振興局、留寿都村、黒松内町、余市町、倶知

安町、日高振興局、浦河町、鹿部町、檜山振興局、士別市、当麻町、美瑛

町、上富良野町、下川町、留萌振興局、羽幌町、遠別町、初山別村、小平

町、留萌市、利尻町、礼文町、紋別市、十勝総合振興局、士幌町、鹿追町、

更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、釧路町、厚岸町、浜中町、白糠

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、空知総合振興局、美唄市、歌志内市、深川市、千歳市、北広

島市、札幌市、余市町、厚真町、安平町、洞爺湖町、鷹栖町、上川町、幌延

町、大空町、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】 

北海道教育庁、栗山町、北広島市、石狩市、余市町、登別市（児童会による

いじめ防止標語コンクール）、美瑛町（明るい家庭づくり等啓発絵画・ポス

ターコンクール）、美深町、帯広市、厚岸町、白糠町 

 

○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、美唄市、三笠市、深川市、栗山町、新十津川町、妹背牛町、 

千歳市、北広島市、札幌市、余市町、伊達市（子どもテレホン相談の開

設）、函館市、上川町、訓子府町、北見市、紋別市、帯広市、士幌町、大樹

町、池田町 
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＜防犯教室,セミナー,会議,研修会＞ 

○各種教室、集会、講座、ソーシャルスキルトレーニング等【再掲】 

北海道教育庁、岩見沢市、深川市、千歳市、北広島市、札幌市、後志総合振

興局、余市町、奥尻町、名寄市、稚内市、女満別町、釧路市 

 

○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、栗山町、石狩市、余市町、福島町、鹿部町、鷹栖町、中標津

町 

 

○いじめ・暴力行為等の諸問題の連絡会議、研修会、協議会等【再掲】 

北海道教育庁、北海道警察、岩見沢市、赤平市、深川市、南幌町、由仁町、

長沼町、栗山町、北竜町、千歳市、恵庭市（なかよしさわやかＤＡＹ全市交

流会）、北広島市、石狩市、新篠津村、札幌市、小樽市、余市町、室蘭市、

長万部町、富良野市、鷹栖町、美深町、遠別町、北見市、佐呂間町、池田

町、釧路町、中標津町 

 

＜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】 

北海道教育庁、岩見沢市、美唄市、赤平市、栗山町、千歳市、北広島市、石

狩市、当別町、札幌市、小樽市、余市町、室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達

市、厚真町、白老町、浦河町、函館市、北斗市、知内町、鹿部町、士別市、

名寄市、富良野市、比布町、上富良野町、美深町、幌加内町、羽幌町、初山

別村、留萌市、利尻町、大空町、北見市、紋別市、十勝総合振興局、帯広

市、音更町、新得町、中札内村、大樹町、池田町、釧路町、厚岸町、羅臼町 

 

○ネットパトロールの実施【再掲】 

北海道教育庁、栗山町、千歳市、北広島市、石狩市、当別町、登別市、中札

内村、別海町、中標津町 

 

○いじめ・暴力行為等の諸問題に係る調査、ハイパーＱＵ、アンケート等 

北海道教育庁、赤平市、砂川市、栗山町、江別市、千歳市、北広島市、石狩

市、余市町、比布町、池田町、中標津町 

 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と表示して記載すること。 

※最重点課題「インターネット利用に係る子供の性被害の防止」に関する取組については、取組内容を

簡記すること。特に自治体での独自性や特徴的な取組と考えられるものは必携すること。 


